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　関西医科大学国際交流センター機関誌、「関西医大国際交流」第 3 号の発刊にあたりご挨拶申し上げます。

　本学には、2013 年に国際交流センターが設立され、学生、教職員の人的な国際交流が行われていますが、これからは高等教育の国際化に向

けて、さらに英語力を強化し、世界を舞台に新しい医療技術や研究成果など “ 関西医大ブランド ”の医学界、産業界、社会への発信、また高度医

療人育成制度とともに新たに高度研究者育成制度を立ち上げ、グローバルリーダーの人材育成などを担う“ グローバル・コア・センター構想 ”

を掲げています。将来、世界ランキングに入る大学に成長することを期待しています。また 5 年後を目指して国際認証の受審や発展途上国の高等

教育支援なども積極的に行っていく計画です。

　大学は論理的思考力を鍛え、物事の本質を見極めるための「科学の目」を涵養する場であり、また主体的学びを育み、「未来開拓力」に優れた人

材を育成する場であります。そして学生はこの未来開拓力をもって社会に、世界に貢献して欲しいと思います。そのために 2 年前のカリキュラム改

革で、3 学年に「配属実習」を設けました。これは４週間以上をかけて教養・基礎・社会医学・臨床の現場で実習を行うものですが、その中に学

生の主体性を尊重し、自分たちで実習計画を立て活動する自由プログラムを含んでいます。これを活用すれば、短期留学、海外インターンシップ、語

学研修、ボランティア活動など様々な学びが容易になります。さらに今年国連のアカデミック・インパクトに加盟しました。国連が掲げるいくつかの

テーマの中で、医科大学は、医療活動を通じて国際協力・支援が可能になると思います。そのためには海外の大学や医療施設間の連携・協力

すなわち「アーティキュレーション（articulation）」が求められます。これまで海外臨床実習や高度医療人育成制度を通じて、海外の異文化、医療制

度、医療技術を学んできましたが、これからは日本の医療知識・技術を提供する時期に来ていると思います。本学も現在、ベトナムの医療機関との

医療支援協定を結ぼうとしています。これが成功すれば本学の知名度の向上につながるものと信じております。これからは学生だけではなく、教職員

の皆様も積極的にグローバル活動に参加し、国際化をリードするトップ・ユニバーシティーを目指してくれることを望みます。

 I am honored to give a message for the publication of the journal “ 関西医大　国際交流 第 3 号 ” (KMU International Exchange 3).
　In Kansai Medical University (KMU), “Center for International Exchange” was established in 2013. Toward the globalization 
of higher education, now we set a concept “ Global Core Center”, which includes strengthening of English ability, conveying 

“KMU brand” with new medical technology and findings in medical and industrial community and society in the world and 
establishing “Educational System of Highly-trained Medical Researcher” to develop human resource as a global leader. I hope 
this concept will lead KMU to be ranked in World University Ranking in the future. For the realization of the concept, first we 
plan to obtain the LCME/WFME accreditation and support the education in developing countries actively within 5 years. 
 A university is an institution to promote a logical thinking, cultivate “eye of science” for grasping the true essence of things 
and to foster personnel who learn actively with “power to explore future”.  I expect KMU students contribute to the society and 
the world with this power. Reflecting this, in 2013, we implemented the curriculum reform and adopted “Dispatched Training” 
in 3rd year. This training is practiced over 4 weeks in the field of general education, basic social and clinical medicine, which 
has free-choice program for their personality and independence. With this, the students can plan any training program such 
as going abroad to study, overseas internship, overseas language school and volunteer activity.  
 In 2015, we joined the United Nations Academic Impact and it created a first step to cooperate and support globally through 
medical activities along Academic Impact Principles, and “articulation”, which is the cooperation and collaboration among 
overseas universities and medical institutions, is necessary. Through KMU Overseas Clinical Training and the Educational 
System of Highly-trained Medical Specialist, we have learned foreign cultures, healthcare system and medical technology so 
far. Today Japanese medical knowledge and technology has come to a level to provide for the world. KMU concluded a 
medical support agreement with the medical institution in Vietnam and this will make KMU better known. 
 I hope not only students but faculty join global activities willingly to make KMU be one of the global universities.

　友田幸一前国際交流センター長の学長就任に伴い、国際交流センター長を引き継ぎました。友田学長のご指導のもとに、センターを運営して参

りましたが、本学における国際交流事業の多様化、中国はもとより、ベトナム、ラオス、インド、モンゴル、インドネシア、ソロモン諸島等の留学生の修

学、生活の支援で国際交流センターの重要性を切に感じております。

　今年度は、国外大学・機関との協定を積極的に推し進め、山下敏夫理事長をはじめ友田学長のご尽力のもと、伊藤誠二副学長、岡崎和一教

授、吉田常孝在タイ日本国大使館医務官など学内外からの協力のおかげで、ベトナム・ハノイ医科大学との協定締結、英国・グラスゴー大学や

タイ・マヒドン大学との連携に向けての活動が着実に成果を上げております。

　特に、今年度は国際交流センター事務局の体制が充実したことも相まって、留学生への情報発信ツールとしてイントラネット内に開設した国際交

流センター HP（英語・日本語）に始まり、留学生と本学学生の交流推進を目的とした「KMU International Café」の実施や、霜月祭への模擬店

出店、他機関奨学金獲得を目指した日本語の面接練習・模擬面接、留学生住宅総合補償制度を活用した関西医科大学住宅機関補償制度の

整備など、これまで以上に新しい企画を立案し運営しております。

　国際交流センターのみならず関西医科大学全体で国際交流を推し進め、開かれた関西医科大学に向けて、皆様方の更なるご理解とご協力を

宜しくお願いいたします。

 With the appointment as the president of the former director of Center for International Exchange, I took over the role of it from 
April 2015. Under President Koichi Tomoda’s direction, we have been running the center and I am strongly feeling the 
importance of the center by the diversification of international exchange operations and supporting international exchange 
students from China, Vietnam, Laos, India, Mongol, Indonesia and Solomon Islands.
In 2015 we furthered the conclusion of agreements with the overseas universities and institutions. Thanks to Chairman Toshio 
Yamashita, President Tomoda, Vice President Seiji Ito, Prof. Kazuichi Okazaki and Dr. Tsunetaka Yoshida (First Secretary and 
Medical Attaché of Embassy of JAPAN in Thailand), we have concluded the agreements of academic exchange with Hanoi 
Medical University and we are working for the partnership with University of Glasgow, UK and Mahidol University, Thailand.
 With the increase in office staff at the center, we are planning and running new projects more than ever like setting up the 
intranet page of the center in Japanese and English to share the information for the international students, holding “KMU 
International Cafe” to encourage the exchange between the international and KMU students, opening a first booth in KMU 
school festival, training the interview conversation skills in Japanese to acquire the scholarship from the foundations and 
arranging KMU University Guarantor System.
 I wish the entire Kansai Medical University work toward more international exchange with Center for International Exchange 
and I would appreciate more understanding and cooperation.

To Be a Top Global University

友 田  幸 一  （関西医科大学　学長）

「国際化をリードするトップ・ユニバーシティーとなるために」

Koichi Tomoda（President of Kansai Medical University）

Upon the Publication of KMU International Exchange 3

西 山  利 正  （国際交流センター センター長・公衆衛生学講座　教授）
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　関西医科大学国際交流センター機関誌、「関西医大国際交流」第 3 号の発刊にあたりご挨拶申し上げます。

　本学には、2013 年に国際交流センターが設立され、学生、教職員の人的な国際交流が行われていますが、これからは高等教育の国際化に向

けて、さらに英語力を強化し、世界を舞台に新しい医療技術や研究成果など “ 関西医大ブランド ”の医学界、産業界、社会への発信、また高度医

療人育成制度とともに新たに高度研究者育成制度を立ち上げ、グローバルリーダーの人材育成などを担う“ グローバル・コア・センター構想 ”

を掲げています。将来、世界ランキングに入る大学に成長することを期待しています。また 5 年後を目指して国際認証の受審や発展途上国の高等

教育支援なども積極的に行っていく計画です。

　大学は論理的思考力を鍛え、物事の本質を見極めるための「科学の目」を涵養する場であり、また主体的学びを育み、「未来開拓力」に優れた人

材を育成する場であります。そして学生はこの未来開拓力をもって社会に、世界に貢献して欲しいと思います。そのために 2 年前のカリキュラム改

革で、3 学年に「配属実習」を設けました。これは４週間以上をかけて教養・基礎・社会医学・臨床の現場で実習を行うものですが、その中に学

生の主体性を尊重し、自分たちで実習計画を立て活動する自由プログラムを含んでいます。これを活用すれば、短期留学、海外インターンシップ、語

学研修、ボランティア活動など様々な学びが容易になります。さらに今年国連のアカデミック・インパクトに加盟しました。国連が掲げるいくつかの

テーマの中で、医科大学は、医療活動を通じて国際協力・支援が可能になると思います。そのためには海外の大学や医療施設間の連携・協力

すなわち「アーティキュレーション（articulation）」が求められます。これまで海外臨床実習や高度医療人育成制度を通じて、海外の異文化、医療制

度、医療技術を学んできましたが、これからは日本の医療知識・技術を提供する時期に来ていると思います。本学も現在、ベトナムの医療機関との

医療支援協定を結ぼうとしています。これが成功すれば本学の知名度の向上につながるものと信じております。これからは学生だけではなく、教職員

の皆様も積極的にグローバル活動に参加し、国際化をリードするトップ・ユニバーシティーを目指してくれることを望みます。

 I am honored to give a message for the publication of the journal “ 関西医大　国際交流 第 3 号 ” (KMU International Exchange 3).
　In Kansai Medical University (KMU), “Center for International Exchange” was established in 2013. Toward the globalization 
of higher education, now we set a concept “ Global Core Center”, which includes strengthening of English ability, conveying 

“KMU brand” with new medical technology and findings in medical and industrial community and society in the world and 
establishing “Educational System of Highly-trained Medical Researcher” to develop human resource as a global leader. I hope 
this concept will lead KMU to be ranked in World University Ranking in the future. For the realization of the concept, first we 
plan to obtain the LCME/WFME accreditation and support the education in developing countries actively within 5 years. 
 A university is an institution to promote a logical thinking, cultivate “eye of science” for grasping the true essence of things 
and to foster personnel who learn actively with “power to explore future”.  I expect KMU students contribute to the society and 
the world with this power. Reflecting this, in 2013, we implemented the curriculum reform and adopted “Dispatched Training” 
in 3rd year. This training is practiced over 4 weeks in the field of general education, basic social and clinical medicine, which 
has free-choice program for their personality and independence. With this, the students can plan any training program such 
as going abroad to study, overseas internship, overseas language school and volunteer activity.  
 In 2015, we joined the United Nations Academic Impact and it created a first step to cooperate and support globally through 
medical activities along Academic Impact Principles, and “articulation”, which is the cooperation and collaboration among 
overseas universities and medical institutions, is necessary. Through KMU Overseas Clinical Training and the Educational 
System of Highly-trained Medical Specialist, we have learned foreign cultures, healthcare system and medical technology so 
far. Today Japanese medical knowledge and technology has come to a level to provide for the world. KMU concluded a 
medical support agreement with the medical institution in Vietnam and this will make KMU better known. 
 I hope not only students but faculty join global activities willingly to make KMU be one of the global universities.

　友田幸一前国際交流センター長の学長就任に伴い、国際交流センター長を引き継ぎました。友田学長のご指導のもとに、センターを運営して参

りましたが、本学における国際交流事業の多様化、中国はもとより、ベトナム、ラオス、インド、モンゴル、インドネシア、ソロモン諸島等の留学生の修

学、生活の支援で国際交流センターの重要性を切に感じております。

　今年度は、国外大学・機関との協定を積極的に推し進め、山下敏夫理事長をはじめ友田学長のご尽力のもと、伊藤誠二副学長、岡崎和一教

授、吉田常孝在タイ日本国大使館医務官など学内外からの協力のおかげで、ベトナム・ハノイ医科大学との協定締結、英国・グラスゴー大学や

タイ・マヒドン大学との連携に向けての活動が着実に成果を上げております。

　特に、今年度は国際交流センター事務局の体制が充実したことも相まって、留学生への情報発信ツールとしてイントラネット内に開設した国際交

流センター HP（英語・日本語）に始まり、留学生と本学学生の交流推進を目的とした「KMU International Café」の実施や、霜月祭への模擬店

出店、他機関奨学金獲得を目指した日本語の面接練習・模擬面接、留学生住宅総合補償制度を活用した関西医科大学住宅機関補償制度の

整備など、これまで以上に新しい企画を立案し運営しております。

　国際交流センターのみならず関西医科大学全体で国際交流を推し進め、開かれた関西医科大学に向けて、皆様方の更なるご理解とご協力を

宜しくお願いいたします。

 With the appointment as the president of the former director of Center for International Exchange, I took over the role of it from 
April 2015. Under President Koichi Tomoda’s direction, we have been running the center and I am strongly feeling the 
importance of the center by the diversification of international exchange operations and supporting international exchange 
students from China, Vietnam, Laos, India, Mongol, Indonesia and Solomon Islands.
In 2015 we furthered the conclusion of agreements with the overseas universities and institutions. Thanks to Chairman Toshio 
Yamashita, President Tomoda, Vice President Seiji Ito, Prof. Kazuichi Okazaki and Dr. Tsunetaka Yoshida (First Secretary and 
Medical Attaché of Embassy of JAPAN in Thailand), we have concluded the agreements of academic exchange with Hanoi 
Medical University and we are working for the partnership with University of Glasgow, UK and Mahidol University, Thailand.
 With the increase in office staff at the center, we are planning and running new projects more than ever like setting up the 
intranet page of the center in Japanese and English to share the information for the international students, holding “KMU 
International Cafe” to encourage the exchange between the international and KMU students, opening a first booth in KMU 
school festival, training the interview conversation skills in Japanese to acquire the scholarship from the foundations and 
arranging KMU University Guarantor System.
 I wish the entire Kansai Medical University work toward more international exchange with Center for International Exchange 
and I would appreciate more understanding and cooperation.
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A Report on the 4th International Exchange Forum

　2015年12月17日（木）17時30

分から、第4回国際交流フォーラムが

関西医科大学枚方学舎3階学生食

堂にて開催され、開催日がクリスマス

の時期ということもあり、会場をクリスマ

スのデコレーションで飾り、キャンドルが

灯され、とても楽しい雰囲気が演出され

ておりました。教職員、学生、留学生の

計55名の参加がありました。

　今回の国際交流フォーラムでは、留

学生による研究や母国についての発

表、本学教職員による海外での活動

や留学についての発表、学生の海外

研修など海外における体験について

の発表が英語で行われました。

　友田幸一学長の開会の挨拶と乾

杯でフォーラムが始まりました。開始

早々から、食事をとりながらの進行で

あったので、和やかな雰囲気に包ま

れていました。

　留学生の発表は、中邨智之大学

院教務部長のユーモア溢れる進行

により、和やかな雰囲気で進みまし

た。Joseph Ancyさん（微生物学講

座 特別研究員）、任翊华さん（微生

物 学 講 座 大 学 院 1 年）とNguyen 

Thanh Huan さん（内科学第二講座 

大 学 院 2 年）、Nguyen Thi Hong 

Chuyenさん（皮膚科学講座 大学院

2 年）ご夫妻がそれぞれ母国の紹介

や研究について発表し、フロアからは

熱心な質疑応答がありました。

　本学教職員の海外での活動と本

学学生の海外留学についての発表

は、木下洋医学教育センター長の進

行で行われました。まず、池浦司講師

（内科学第三講座）から「関西医科

大学高度医療人育成制度」を利用

して留学したイタリアで学んだ膵疾

患の診療に関する発表がありました。

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。つづいて、高野

恵子管理師長（看護部）より大阪府

助産師会の活動報告がありました。

最後に6 学年の塚原玲奈さんがオ

ーストリア留学の発表を行い、留学

先であるインスブルック医科大学を

紹介しました。

　今回残念ながら留学研究賞の受

賞者はありませんでした。留学生の

皆さんには学位取得はもちろんのこ

と、留学研究賞の受賞も目指して、

研究活動に精励していただければと

思います。

　最後に、西山利正国際交流セン

ター長による閉会の挨拶により、今

年度の国際交流フォーラムは終了し

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や参加

された方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。

 The 4th International Exchange 

Forum was held at the student 

cafeteria in KMU Hirakata 

campus on December 17, 2015 

and 55 people, faculty, students 

and international students 

participated. Since it was the 

Christmas season, there were 

Christmas decorations which 

created an even better 

atmosphere. 

 This year’s International 

Exchange Forum consisted of the 

following parts: voices of 

international students, reports 

from the faculty members and 

staff and reports from medical 

students and all the presentations 

were held in English.

 The forum was started with an 

opening address and a toast by 

the President, Prof. Koichi 

Tomoda.

 With the humorous remarks by 

the moderator Prof. Tomoyuki 

Nakamura, Ms. Joseph Ancy 

(Microbiology, research fellow), 

Mr. Ren Yihua (Microbiology, 1st 

year graduate student) and Mr. 

Nguyen Thanh Huan (Internal 

Medicine2, 2nd year graduate 

student) and Mrs. Nguyen Thi 

Hong Chuyen (Dermatology, 2nd 

year graduate student) made 

presentations about their home 

countries and researches. After 

the presentations we had a lively 

question-and-answer session.

 The moderator of the next part 

was Prof. Yo Kinoshita. There 

were three reports. First one titled 

“The Pancreatic Disease 

Treatment Study in Italy” was by 

Lecturer, Tsukasa Ikeura (Internal 

Medicine 3), who studied in Italy 

using the KMU Medical 

Professionals Training System. 

He reported his fulfilling training 

and it will be more expected the 

further development of this 

system. Next one titled “The 

Midwives Committee of the 

Osaka Nursing Association 2014 

Activity Report” was by Ms. 

Keiko Takano (Nurse Manager) 

and the last one titled “The report 

of Innsbruck Medical University” 

was by Ms. Rena Tsukahara (6th 

year KMU student).

 This year, unfortunately, there 

was no winner of the International 

Research Award. I hope the 

international students study hard 

not only to take the degree but 

also to win this award.

 In the last, the Director of Center 

for International Exchange, Prof. 

Toshimasa Nishiyama gave a 

closing address and the forum 

was closed.

 We appreciate all the presenters 

and everyone involved for their 

contribution to the successful 

completion of the forum. 

第４回国際交流フォーラム報告

髙橋　寛二（国際交流センター 副センター長・眼科学講座 教授）

Kanji Takahashi
（Vice Director of Center for International Exchange, Professor, Department of Ophthalmology）
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第4回 国際交流フォーラム　プログラム

　　　１）　開会の挨拶・乾杯　　　　　　　　　　　　　　　　　友田 幸一 学長

～～～～～ ブレイクタイム ～～～～～

　　　２）　海外からの留学生の声　　　　　　　　　　　　　　　司会：中邨 智之 教授 （薬理学）

　　　　　　・Joseph  Ancy さん　　　　　

　　　　　　・任　翊华さん　　　　　　　　　　　　

　　　　　　・Nguyen  Thanh Huan さん、

　　　　　　　& Nguyen Thi Hong Chuyen さん

　　　３）　留学研究賞の授与

　　　　　　平成27年度留学研究賞の受賞者は該当者がありませんでした。

～～～～～ 記念撮影・ブレイクタイム ～～～～～

　　　４）　教職員の海外での活動・医学生の海外留学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　・池浦 司 講師（内科学第三）　　　　　　“イタリアで学んだ膵疾患に対する診療”

　　　　　　・高野 恵子さん（看護部）

　　　　　　　  

　　　　　　・塚原 玲奈さん（6年生）　　　　　　　　“オーストリア留学報告”

～～～～～ ブ レイクタイム ～～～～～

　　　５）　閉会の挨拶 

ジョセフ　アンシー

（微生物学 特別研究員）

（微生物学 大学院1年）

（内科学第二 大学院2年）

（皮膚科学 大学院2年）

ニン　 ヨクカ

グウェン　　  タン　　 ハン

グウェン　 ティ   ホン　 チュエン

司会：木下 洋 特命教授

（医学教育センター長）

“The Midwives Committee of the Osaka

　　Nursing Association 2014 Activity Report”

西山 利正 教授

（公衆衛生学・国際交流センター長）

The 4th International Exchange Forum

　　　　　　　　　　　　　　Date   Thursday, December 17, 2015

　　　　　　　　　　　　　　(Start) 5:30p.m. (Close) 7:30 p.m. *Reception 5 p.m.̃

　　　　　　　　　　　　　　Student Cafeteria, Hirakata Campus

　　　　　　　　　　　　　　Prof. TAKAHASHI 

　　　　　　　　　　　　　　(Ophthalmology/ Vice Director of Center for International Exchange)

1)　An opening address and a toast

～～～～～ Break Time ～～～～～

2)　Voices of the International Students

　　・Ms. Joseph Ancy

　　・Mr. Ren Yihua

　　・Mr. Nguyen Thanh Huan

　　    & Mrs. Nguyen Thi Hong Chuyen

3)　The International Research Award Ceremony

　   The winner of the International Research Award in 2015 N/A

～～～～～ Break Time ～～～～～ 

*we will take a commemorative photo

4)　Activities of International Exchange by the faculty members and staff

　   & Reports from Medical students on studying abroad

・Dr. TSUKASA IKEURA (Internal Medicine 3, lecturer)

・Ms. KEIKO TAKANO (Nursing Department)

・Ms. RENA TSUKAHARA (6th year KMU student)

～～～～～ Break Time ～～～～～

5)　A closing address

Date

Place

General Presenter

President. TOMODA

 (Otolaryngology, Head and Neck Surgery)

Presenter：Prof. NAKAMURA (Pharmacology)

(Microbiology, Research fellow)

(Microbiology, 1st year graduate student )

(Internal Medicine 2, 2nd year graduate student)

(Dermatology, 2nd year graduate student)

Presenter：Prof. KINOSHITA

(Director of Center for Medical Education)

“The pancreatic disease treatment studied in Italy”

“Study abroad in Austria”

Prof. NISHIYAMA 

(Public Health, Director of Center for International Exchange)

“The Midwives Committee of the Osaka Nursing

  Association 2014 Activity Report”

 

国際交流フォーラム 

2015. 12.17（木）
5:30 PM - 7:30 PM

 @枚方学舎 3F 学生食堂 
 

program

1. 開会のあいさつ・乾杯 2. 海外からの留学生の声 

3. 留学生研究賞の授与 4. 記念撮影 

5. 教職員の海外での活動・ 

医学生の海外留学 

6. 閉会のあいさつ 

 

教育支援課（ 国際交流センター ） 

 

International Exchange Forum 
　　　日　　時：2015年12月17日（木）

　　　　　　　　17：30 ～ 19：30（受付17：00 ～）

　　　会　　場：枚方学舎3階 　学生食堂

　　　総合司会：髙橋 寛二 教授

　　　　　　　 （眼科学・国際交流センター副センター長）
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Andrew Waleluma Darcyさん
（公衆衛生学講座・ソロモン諸島）

任  翊华 さん
（微生物学講座・中国）

来　方远 さん
（形成外科学講座・中国）

Pham Minh Vuong さん
（医化学講座・ベトナム）

　国際交流センター主催の留学生

歓 迎 会 が 2015 年 5月28日（木）

午後 6 時半から、枚方学舎 4 階カフ

ェテリアにおいて、参加者 44 名（留

学生 14 名、教職員 17 名、学生 13

名）で開催されました。

　友田学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、Andrew Waleluma Darcy

さん（公衆衛生学講座・ソロモン諸

島）、Pham Minh Vuongさん（医

化学講座・ベトナム）、来方远さん

（形成外科学講座・中国）、任翊华 

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 Kansai Medical 

University, on May 28, 2015.  

The participants were 44 persons 

(14 international students, 17 

educational and administration 

staffs and 13 students).  After the 

the opening remarks by president 

Tomoda, participants introduced 

themselves in English and 

they were able to deepen their 

friendship.

 New international students in this 

year are Mr. Andrew Waleluma 

Darcy (Public Health (Solomon 

Islands)), Mr. Pham Minh Vuong 

(Medical Chemistry (Vietnam)), 

Mr. Lai Fangyuen (Plastic and 

Reconstructive Surgery (China)), 

and Mr. Ren Yihua (Microbiology 

(China)).

A Report on the Welcome Party for International Students in 2015

留学生歓迎会報告
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　サンフランシスコ市は米国カリフォル
ニア州北部の中心都市です。太平洋
に面しており、気温の寒暖の差が少な
く、年間を通して過ごしやすい気候で
す。朝夕には深い霧が発生することが
多く、霧の街と呼ばれています。市の人
口は約 85 万人ですが、周辺を含めた
地域をサンフランシスコベイエリアと呼
び、人口は 700 万人を超えます。ベイ
エリアには約 2 万人の日本人が住ん
でいます。このベイエリアの南の地域
は、シリコンバレーとも呼ばれ、多くの IT
関連企業が集まっています。
　カリフォルニア大学は州立大学で、
州内の 10 ヶ所にキャンパスを持って
います。カリフォルニア大学サンフラン
シスコ校（University of California 
San Francisco,
 UCSF）は、医学部、歯学部、看護学
部、薬学部、そして Graduate
Division という医療系に特化した大
学院大学です。
　医学部は 1864 年に設立されまし
た。現在、医学部で 2,000 名以上の
常勤の教員と、4,500 名のスタッフが
働いています。国立衛生研究所（NIH）
からの研究費獲得額は全米医学部の
第一位で、トップレベルの研究がなされ
ています。医 学 部 学 生は一 学 年 約
140 名です。また、レジデント 930 名、
臨床フェロー 500 名以上、基礎研究
フェロー 800 名以上が在籍していま
す。医学生やレジデントは UCSFメディ
カルセンターのほかに、サンフランシス
コ総合病院（San Francisco General 
Hospital,
SFGH）やサンフランシスコ退役軍人
病院（Veterans Affairs Medical 

Center ）などの教育病院をローテー
ションして教育を受けています。
　整形外科には 48 名の臨床教員と
8 名の研究教員がいます。UCSF 整
形外科のレジデントの定員は一学年 7
名です。米国の整形外科の研修期間
は 5 年間ですので 35 名のレジデント
が在籍していることになります。教員
56 名に対しレジデント35 名ですので、
非常に濃密な研修が可能です。
　関 西 医 大 の 海 外 実 習 は 主 に
SFGH で行っています。ここは市の総
合病院で、レベル１の外傷センターで
す。外科系の医師は全員が外傷を専
門にしており、24 時間、どんな外傷に
も対応できる体制になっています。 転
落事故、交通事故などのほかに、米国
の特徴である銃による外傷患者も多く
運ばれてきます。2013 年 7 月にサン
フランシスコ国際空港で起きた飛行機
事故の時も、SFGH では 67 名の外
傷患者を受け入れました。このように飛
行機事故やテロなどによる大量の患者
にも対応できる体制になっています。最
近、ソーシャルネットワーク Facebook 
の創始者のマーク　ザッカーバーグと
UCSF 小児科医の奥さんのプリシラ  
チャンが、SFGH に 7500 万ドル（日
本円で約 90 億円）の寄付を行いまし
た。病 院 名 も Zuckerberg San 
Francisco General Hospital and 
Trauma Center (ZSFG) と な り、
2016 年 5 月に開院の予定です。
　関西医大の UCSF での海外実習
は 2011 年から始まり、毎年 2 名を受
け入れています。実習は整形外科とリ
ハビリテーション科を回ってもらいます。
州とUCSF の規則により、患者さんへ

の診察はできませんが、他の医師につ
いて外来や回診に参加したり、手術見
学をしています。カンファレンスなどには
できるだけ参加してもらっています。これ
らを臨床経験を通して、日米の教育や
医療システムの違いを知ってもらえれ
ば、と思っています。また、滞在期間中
に見学した症例について、英語で発表
の機会を設けています。病院実習のほ
かに、屍体を用いた手術手技セッション
や、米国内や海外からも多くの医師が
参加する整形外科外傷コースに参加
してもらったり、UCSF に留学中の日
本人整形外科医たちとの食事会など、
いろいろなイベントにも参加してもらうよ
うにしています。このように、できるだけ
充実した 4 週間を過ごしてもらうように
プログラムを組んでいます。関西医大か
らは、毎年、やる気のある優秀な学生さ
んを派遣してもらっており、感謝してい
ます。今後も引き続き UCSF に実習に
来ていただけますことを願っています。

An Introduction of the Facilities of University of California, San Francisco

国外臨床実習施設の紹介（カリフォルニア大学　サンフランシスコ校）

長尾 正人（カリフォルニア大学　サンフランシスコ校　整形外科　准教授）

Masato Nagao
（Associate Clinical Professor, Department of Orthopaedic Surgery, University of California, San Francisco）
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実 習 先：アメリカ合衆国　バーモント大学

実 習 期 間：2015年3月30日～4月27日

指導教官名：指導教官名：木田 正俊　教授

Eriko Hamada（6th year）

木田先生から修了証書をいただく

小児科でMs.Heatherと

【Summary】

 I was able to study at many 

kinds of medical departments in 

this program such as  pathology, 

nephrology, urology, ER, forensic 

medicine, and pediatrics. Many 

doctors and medical students 

really inspired me. I had many 

wonderful experiences and 

enjoyed American life in Vermont.

 Finally, I would like to appreciate 

them as well Prof. Tomoda, 

Kinoshita and Prof. Nakagawa 

who allowed us to attend this 

program, and Prof.  and Mrs. Kida 

who took care of us in Vermont.

　この度、私はアメリカ合衆国バー

モント州にあるバーモント大学メディ

カルセンターという病院の病理科の

木田正俊教授の元で、４週間実習を

させていただきました。４週間のスケ

ジュールの概要として、3/30-4/1

病 理、4/２腎 臓 内 科、4/3ER、

4/4Walk In（患者として）、4/7 法

医学、4/8 病院ツアー・呼吸器外

来見学、4/9 病理、4/10-11 泌尿

器、4/14-16 小児科、4/17MGH

見学、4/18 医学教育制度につい

ての授業、4/19 病理、4/21 観光、

4/22 レスキュー見学、4/23ER、

4/24-27 ニューヨーク観光等があ

りました。

　以上のように、バーモント大学メ

ディカルセンターでは多岐にわたる

実習ができたので、毎日新鮮な気持

ちで臨むことができ、いい緊張感を保

つことができました。

　実習が始まって 5 日目に ER で実

習をした時のことがとても印象的でし

た。Dr. James について回っていま

したが、単なる見学だけではなく、問

診、診察、診断、処方に至るまで全て

の過程で意見を尋ねられ、とても勉

強になりました。現地の学生のように

扱っていただけたことがとても嬉し

かったですし、自分の意見を伝えるこ

との大切さも学びました。特に印象

的だったのが、「笑っていないで分

かっているか分かっていないか答えな

さい。早くノートにとって診断を言いな

さい。」と注意されたことです。日本で

は何か質問ある？と聞かれても目線を

そらせて苦笑いをすることが多いです

が、バーモントでは質問をすることが

いかに大切かを学びました。また、そ

の質問の内容も大切だということを

教わりました。

　小児科では現地の医学生の 4 年

生の二人と一緒に実習をしました。

現地の 4 年生は自分で診断して治

療についても方針を決めてサマリー

を書きます。彼らはとても真面目で、

学ぶことにとても意欲的でした。どん

なに朝早くても、誰も授業で寝ていま

せんでした。彼らは大学を出た後２年

ほど働いてから医学部にはいります。

つまり、大人になって社会で学んだあ

とに勉強をすることで、いかにその時

間が大切かを理解して勉学に臨むこ

とができているのだと思います。

　国外臨床実習に参加することで

英語をツールとして医学を学びたい

と考えていましたが、実際に英語しか

コミュニケーションツールがなかった

ので、必然的に英会話能力は上がり

ました。日本で医学英単語に触れて

いたことで、現地での実習では理解

できないことはほとんどなく、低学年

の時にした勉強が役に立ったことが

嬉しかったです。バーモントで過ごし

たことで自分の英会話能力に自信が

つきました。

　バーモントで過ごす間、木田先生・

玲子さんご夫妻にはとてもお世話に

なりました。週末にはバーモントの観

光に連れていっていただいたり、お食

事をご馳走になったりと、お二人のお

かげでとても楽しく過ごすことができ

ました。バーモントだけでなく、ボストン

やモントリオールなどに行くこともでき

て、知らない街で英語を話すことが楽

しくてしょうがなかったです。

　この実習・滞在を通して、アメリカ

と日本の医療・医学教育の違いを

学び、英語と海外に慣れ親しむこと

ができ、視野が広がり、医学知識と

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、このような素晴らしい

体験をもう一度医師になってから経

験したいと思います。

　最後になりますが、この度バーモン

トでお世話になった木田先生、奥様

の玲子さん、Ms. Brenda、バーモン

ト大学メディカルセンターの先生方、

学生の方々、金沢医科大学の水沼

先生、日本を出発する前からお世話

になった友田学長、木下洋教授、中

川教授、学務課の皆様に心より御礼

申し上げます。ありがとうございました。

濵田　恵理子（6学年）

Reports on the Overseas Clinical Training

国外臨床実習報告
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を高めることができました。将来また

機会があれば、このような素晴らしい
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　最後になりますが、この度バーモン

トでお世話になった木田先生、奥様

の玲子さん、Ms. Brenda、バーモン

ト大学メディカルセンターの先生方、

学生の方々、金沢医科大学の水沼

先生、日本を出発する前からお世話

になった友田学長、木下洋教授、中

川教授、学務課の皆様に心より御礼

申し上げます。ありがとうございました。

濵田　恵理子（6学年）

Reports on the Overseas Clinical Training

国外臨床実習報告
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The University of Vermontの附属病院であるMedical Centerにて実習させていただきました。実
習の目的としては、以下の通りです。
●アメリカにおける医療の現状について知る
●アメリカの医学教育について学ぶ
●英語を用いてコミュニケーションをとる方法について学ぶ

実 習 先：アメリカ合衆国　バーモント大学

実 習 期 間：2015年3月30日～4月24日

指導教官名：木田 正俊　教授

実 習 目 的：

【Summary】

 I went to Vermont University for 

the clinical training. I was able to 

study in surgical pathology, ER, 

ICU, nephrology, pediatrics and 

so on. I got a lot of things from 

residents and medical students. 

What I was most impressed by 

them was their high motivation. I 

also was surprised that doctors 

always asked medical students 

and the students always tried to 

have their opinions. The 

experience that I could have in 

Vermont University made me 

change my mind, and I want to 

use this experience in the future. 

Finally, I would like to thank the 

professors, doctors and school 

staff for giving me this chance to 

have the experience at the 

University of Vermont.

【実習までの準備】

　学内選考会に向けて英会話およ

び医学英単語の勉強を行いました。

選考会では英単語が理解できても

文章として答えることに苦労したこと

から、選考会後は医学英語を文章で

覚えるということを中心に学習しまし

た。年明けごろからは J1 ビザ取得に

向けての準備が始まり、必要な書類

が多く、実習との兼ね合いもあり慌

ただしくなってしまいました。

【実習内容】

　ER、ICU、小児科、腎臓内科、泌

尿器科、外科病理、司法解剖などを

見学させていただきました。実習中は

ドクターやレジデント、もしくは医学生

に一対一で shadow させていただき

ました。

　最も印象に残ったことは、バーモ

ント大学の医学生の向上心の高さ

です。ICU で一緒に学ばせていただ

いた 4 年生の学生は、担当患者の

問診・診察を始め、回診やカンファ

レンスでのプレゼンテーション、治療

方針および処方のオーダーまでを自

ら調べ、考えながら行っており、与え

られた実習に対して真摯に向き合っ

ていたことがとても印象的でした。ま

た、他の科においても医学生は自主

的に自ら行動し、自らのための実習

であるという意識を持って行っている

ことが伝わってきました。彼らは実習

のことを“work”と呼び、働いている

という意識で行っていることに驚きま

した。

　他に印象に残ったこととして、実

習生といえども常に意見を求められ

るという環境の違いが挙げられます。

医学生であっても常に自分の意見を

答えるように求められ、実習が始まっ

て初めのころはなかなか自分の意見

を答えることが難しく、苦労しました。

しかしながら、たとえすんなりと意見を

述べることができなくても、必ずこちら

が答え終わるまでちゃんと話を聞いて

下さり、その点において日本との文

化の違いを感じました。また、様々な

多職種を加えてのカンファレンスや

回診が行われており、それぞれがそ

の領域におけるプロフェッショナルと

して発言し、お互いを尊重しているこ

とがよくわかりました。

　加えて、実習には病院案内も含ま

れており、患者用の図書室や医療

訴訟に関する部署、日帰り手術のた

めの多数の回復室、完全に個室化

され、医師ではなく患者が中に入っ

て医師を待つ外来室、入院患者が

希望するメニューを提供する入院食

用の厨房など、日本の病院とは異な

るシステムや設備を見学させていた

だきました。

【感想】

　実習に行く前からアメリカの医学

生の意欲の高さと知識については

聞いていたものの、実際に一緒に実

習をさせていただいて本当に驚きま

した。私が実習の際にしている、教科

書を読んで終わりのような勉強では

なく、常に担当の患者がどのような

状態であり何が必要であるか論文検

索を行い調べていたことに対し自分

とのレベルの差を感じました。アメリ

カの医学生は 3 年生修了時に 2

回目の国家試験を受けることからも、

実習を行う上でのベースとなる知識

の量が多く蓄えられており、私たちが

普段臨床実習を行う上で指導して

下さる先生方から、知識がまず足り

ていないと言われていることがどうい

うことなのかが実感できました。

　今回の実習を通して、とても意欲

的に活動するレジデントの先生方や

医学生たちと交流することができ、今

後の自らのモチベーションになるよう

な体験をすることができました。また、

アメリカの文化を学び、日本とは大き

く異なることに触れることができたの

は大きな収穫になったと感じました。

将来またアメリカのように様々なバッ

クグラウンドを持った人々が集まり、自

らを高め合いながら働いている場所

で学ぶことができたらと思いました。

　最後になりますが、バーモントにて

大変お世話になった木田正俊先生

ご夫妻およびバーモント大学の先生

方と医学生のみなさま、また実習に

派遣して下さった友田幸一学長を始

めとする先生方に感謝の気持ちとお

礼を申し上げます。

Reports on the Overseas Clinical Training

Taiki Higaki（6th year）
日垣　太希（6学年）
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実 習 先：Harvard Medical School、 Beth Israel Deaconess Hospital

実 習 期 間：2015年3月30日～4月25日

指導教官名：Dr. Robert J. Thomas

【Summary】

 This past spring I applied for and 

had the chance to participate in 

the Harvard Medical School 

Exchange Clerkship Program for 

4 weeks. My clerkship was 

conducted at Beth Israel 

Deaconess Medical Center, one 

of the teaching hospitals of HMS 

in the Sleep Disorders Clinic, 

jointly run under the departments 

of Neurology and Pulmonology.

 Harvard Medical School does 

not own or operate hospitals; 

instead they have agreements 

with clinical affiliates and 

institutions such as MGH, 

Brigham and Women’s Hospital, 

Beth Israel Deaconess Medical 

Center, Boston Children’s 

Hospital, Dana-Farber Cancer 

Institute to conduct clinical 

training. Beth Israel Deaconness 

is located in the Longwood 

Medical Area nearby the HMS 

Campus and is also the official 

hospital of the Boston Red Sox.

 I attended the clerkship with 

　今回 Harvard Medical School 

Exchange Clerkship Program に参

加し、Harvard Medical School の教

育病院の一つであるBeth Israel 

Deaconess Medical Center の神経

内科と呼吸器内科がチームで行って

いるSleep Disorders Clinic で一カ

月間実習しました。 

　Harvard Medical School は附 属

病院を併設しておらず、実習病院とし

て、MGH、 Brigham and Women's

Hospital、Beth Israel Deaconess

Medical Center、Boston Children's

Hospital、Dana-Farber Cancer

Institute 等が存在し、Beth Israel

Deaconess は Longwood Medical

Area という Harvard Medical

School のキャンパスにあり、Boston 

Red Sox の公式の病院でもあります。

　ハーバードのレジデントとフェロー

に混ざって、ハーバードの医学生が

臨床実習で求められることを全く同

様に行いました。医療チームの一員

として、全ての患者のカルテを自由に

閲覧して記入する権限を持ち、初診

で患者の診察もさせて頂きました。

Sleep Disorders Clinic は 基 本

的に入院患者がおらず、主に外来を

実 習させて 頂きましたが、別 の

department に入院している患者の

往診や、Boston Children’s Hospital

での小児外来は週に一回あり、毎

週二回はランチセミナーや夕方の勉

強会も開催されていました。

　アメリカの医療現場で実感した日

本との大きな違いは、日本では健康

保険により、全ての患者にほぼ同じ

レベルの医療を提供することができ

るのに対し、アメリカでは保険の種類

によって提供される治療が異なる場

合が多く、医者とソーシャル・ワーカー

や保険会社との間で繰り広げられる

議論は驚きの連続でした。

　今回のハーバードでの実習では、

英語での診察やカルテの記載などを

習得することができたほか、アメリカ

の医学教育や医療制度の現場を体

験し、日米のそれぞれの特長を認識

できました。このような貴重な経験が

できるようサポートしてくださった方々

に感謝したいです。どうもありがとうご

ざいました。

fellows and residents associated 

with HMS, and had access to the 

same medical records as the 

clinical team. Although I spent 

most of my time in the outpatient 

clinic, I had the opportunity to 

participate in rounds at the 

inpatient ward, as well as the 

pediatrics clinic at Boston 

Children’s Hospital once a week, 

in addition to various seminars 

during lunch and in the afternoon 

and overnight sleep labs.

 The contrast in the insurance 

policies and systems was the 

biggest difference I observed 

between United States and Japan 

with regards to medical care. 

Unlike Japan, the options and 

types of treatments available 

between various insurance plans 

varied so greatly; while the 

doctors were very knowledgeable 

about the intricacies of the 

systems, it was still a necessity 

to have constant contact with the   

insurance companies and social 

workers. 

 During my clerkship, I was able 

to become more familiar with 

taking patient histories, conducting 

physical examinations and 

working with the medical records 

in English. Experiencing daily 

medical life in a truly American 

setting, and learning more about 

the system in comparison to 

Japan was truly a great opportunity. 

 I would like to thank everyone at 

Kansai Medical University whose 

support in allowed me and 

provided the possibility to partake 

in this program, and hope that 

there will continue to be students 

from KMU attending HMS in the 

future.

Reports on the Overseas Clinical Training

Naoya Nishino（6th year）
西野　直矢（6学年）
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によって提供される治療が異なる場

合が多く、医者とソーシャル・ワーカー

や保険会社との間で繰り広げられる

議論は驚きの連続でした。

　今回のハーバードでの実習では、

英語での診察やカルテの記載などを

習得することができたほか、アメリカ

の医学教育や医療制度の現場を体

験し、日米のそれぞれの特長を認識

できました。このような貴重な経験が

できるようサポートしてくださった方々

に感謝したいです。どうもありがとうご

ざいました。

fellows and residents associated 

with HMS, and had access to the 

same medical records as the 

clinical team. Although I spent 

most of my time in the outpatient 

clinic, I had the opportunity to 

participate in rounds at the 

inpatient ward, as well as the 

pediatrics clinic at Boston 

Children’s Hospital once a week, 

in addition to various seminars 

during lunch and in the afternoon 

and overnight sleep labs.

 The contrast in the insurance 

policies and systems was the 

biggest difference I observed 

between United States and Japan 

with regards to medical care. 

Unlike Japan, the options and 

types of treatments available 

between various insurance plans 

varied so greatly; while the 

doctors were very knowledgeable 

about the intricacies of the 

systems, it was still a necessity 

to have constant contact with the   

insurance companies and social 

workers. 

 During my clerkship, I was able 

to become more familiar with 

taking patient histories, conducting 

physical examinations and 

working with the medical records 

in English. Experiencing daily 

medical life in a truly American 

setting, and learning more about 

the system in comparison to 

Japan was truly a great opportunity. 

 I would like to thank everyone at 

Kansai Medical University whose 

support in allowed me and 

provided the possibility to partake 

in this program, and hope that 

there will continue to be students 

from KMU attending HMS in the 

future.

Reports on the Overseas Clinical Training

Naoya Nishino（6th year）
西野　直矢（6学年）
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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：2015年4月6日～5月2日

指導教官名：長尾 正人　准教授

OTI 代表のDr.Miclauと、現地で大変お世話になった長尾先生と

【Summary】

 I had the clinical clerkship for 

one month in Orthopaedic 

Trauma Institute of UCSF. 

My basic activities were attending 

conferences and observing 

outpatient clinics and operations 

from early morning every day. 

Adding to those, I gave the case 

presentations twice in English, 

participated in the academic 

meeting hosted by UCSF and 

had various activities as I wanted 

to. They were all excited me.

I saw many interesting differences 

between Japan and the US. In 

particular, the medical students 

and young doctors are very 

impressive because all of them 

have much more medical 

knowledge, passionate ambition 

and definite dreams for future. I 

sometimes cowered in front of 

them, but got stimulated and 

greatly motivated by them. I 

would like to express my 

appreciation and gratitude to all 

people in Japan and the US who 

supported me to have this 

precious opportunity.

　私は、2015 年４月６日から５月２日

まで、カリフォルニア大学サンフラン

シスコ校 (UCSF) にて国外臨床実

習生としてお世話になっていました。

SFGH(San Francisco General 

Hospital) の整形外科にてカンファ

レンス出席や外来・手術の見学をし

ており、毎日朝７時からたっぷりと実

習をさせていただきました。とは言って

も、指示をもらって行動することやス

ケジュールを管理されるということは

少ないため、自身でマネージメントしな

ければならず、常に自ら考え行動して

周囲のスタッフ達とコミュニケーショ

ンを取らなければ、突っ立っているだ

けでも時間が過ぎてしまうような慣れ

ない環境には苦労しました。しかし、こ

ちらから求めさえすれば十分に応えて

もらえ、ER や形成外科での整形外

科的疾患を有する患者さんへの処

置見学・ご献体での手術トレーニン

グ参加・他キャンパスでの実習 ( ド

クターは快諾してくださったものの、

契約上の理由で実現はしませんでし

た ) 等、実習内容を幅広くアレンジす

ることができました。受け身になりがち

だった日本での実習中の姿と比し

て、自律性・主体性を大きく培うこと

ができたように思います。

　一方で、課題を通して成長できた

こともあります。私たち関西医科大学

の学生が症例発表をする機会が期

間中に 2 度あり、英語でのプレゼン

テーションに挑戦しました。症例発表

のスライド作成のいろはも知らない

状態からのスタートでしたが、整形外

科分野の疾患への理解を深めるとと

もに、英語の論文の検索・精読・

パワーポイントの構成・効果的なプ

レゼンテーションの方法を学び、専門

医・指導医の先生方に手伝ってい

ただきながら、なんとか発表当日を迎

えることができました。第１回目には

長尾先生・菅先生 ( スカイプで日

本から参加していただきました )・

UCSF 留学中の他大学の先生に、

そしてその反省点を踏まえた上で別

症例に取り組み、第 2 回目には 10

名以上の専門医の先生方の前で発

表させていただきました。大変勉強に

なり、大きな達成感を得ることができ

ました。

　実 習 期 間の最 後には Trauma 

Course という UCSF 主催の学会

があり、３日間にわたって様々な演題

を拝聴しました。全てのスライドがア

プリケーション上にアップロードされ

ていたので、矢継ぎ早に進行していく

プログラムの中でも、気になる演題

について反芻して理解することがで

きました。各企業主催のワークショッ

プでは、最新機器を用いて手技のシ

ミュレーションを行うことができました。

近くに居合わせたドクターたちに機

器の扱い方を教わり、初めて手にす

る機器に少し興奮しながら、ワイヤー

を入れ進めた感覚が未だに手に残っ

ています。一日の終わりにはレセプ

ションパーティーがあり、他州や日本

から訪れていた先生方と知り合い交

流することもできました。学会に出席

すること自体が初めてだったので、全

てが新鮮で楽しくあっという間に 3 日

間が過ぎてしまいました。

　今回の実習全体を通して、アメリ

カと日本との医療の違いは勿論いく

つも発見しましたが、それ以上に、両

国の医学生や医師の差異を痛感す

る場面が多くありました。私たちのよ

うに病院内で実習している高学年の

医学生は、日本でいうところの研修

医に立場が近く、実際の受け持ち患

者さんを抱えてより実践的に学んで

いるため、専門的な知識・医療者と

しての自覚・具体的な将来のビジョ

ンを、日本の医学生よりも遥かに多く

携えていました。また、各州・各病院・

各科で厳しく定員が決められている

ためか、医師たちの向上心やハング

リー精神は前面に出ているように感

じられました。それらに、いつでも堂々

としている国民性と外傷センターなら

ではの多忙さが相まって、ともすれば

圧倒されがちだったことは私にとって

の一番の反省点です。同時に、その

ような環境に刺激を受けながら「1ヵ

月間の実習を実のあるものにするた

めにも常に能動的であるように」と試

行錯誤を重ねたことは、異国での実

習に参加する醍醐味だったと思いま

す。

　最後になりましたが、渡米前から

実習期間中そして帰国後も大変お

世話になった長尾正人先生、国外

臨床実習の機会を与えてくださった

友田学長、Professor Miclau、木

下洋教授、中川教授、菅先生をはじ

めとする皆様に心より御礼申し上げ

ます。有難うございました。

Reports on the Overseas Clinical Training

Mina Nagai（6th year）
長井　美樹（6学年）
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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：2015年4月6日～5月2日

指導教官名：長尾 正人　准教授

OTI 代表のDr.Miclauと、現地で大変お世話になった長尾先生と

【Summary】

 I had the clinical clerkship for 

one month in Orthopaedic 

Trauma Institute of UCSF. 

My basic activities were attending 

conferences and observing 

outpatient clinics and operations 

from early morning every day. 

Adding to those, I gave the case 

presentations twice in English, 

participated in the academic 

meeting hosted by UCSF and 

had various activities as I wanted 

to. They were all excited me.

I saw many interesting differences 

between Japan and the US. In 

particular, the medical students 

and young doctors are very 

impressive because all of them 

have much more medical 

knowledge, passionate ambition 

and definite dreams for future. I 

sometimes cowered in front of 

them, but got stimulated and 

greatly motivated by them. I 

would like to express my 

appreciation and gratitude to all 

people in Japan and the US who 

supported me to have this 

precious opportunity.

　私は、2015 年４月６日から５月２日

まで、カリフォルニア大学サンフラン

シスコ校 (UCSF) にて国外臨床実

習生としてお世話になっていました。

SFGH(San Francisco General 

Hospital) の整形外科にてカンファ

レンス出席や外来・手術の見学をし

ており、毎日朝７時からたっぷりと実

習をさせていただきました。とは言って

も、指示をもらって行動することやス

ケジュールを管理されるということは

少ないため、自身でマネージメントしな

ければならず、常に自ら考え行動して

周囲のスタッフ達とコミュニケーショ

ンを取らなければ、突っ立っているだ

けでも時間が過ぎてしまうような慣れ

ない環境には苦労しました。しかし、こ

ちらから求めさえすれば十分に応えて

もらえ、ER や形成外科での整形外

科的疾患を有する患者さんへの処

置見学・ご献体での手術トレーニン

グ参加・他キャンパスでの実習 ( ド

クターは快諾してくださったものの、

契約上の理由で実現はしませんでし

た ) 等、実習内容を幅広くアレンジす

ることができました。受け身になりがち

だった日本での実習中の姿と比し

て、自律性・主体性を大きく培うこと

ができたように思います。

　一方で、課題を通して成長できた

こともあります。私たち関西医科大学

の学生が症例発表をする機会が期

間中に 2 度あり、英語でのプレゼン

テーションに挑戦しました。症例発表

のスライド作成のいろはも知らない

状態からのスタートでしたが、整形外

科分野の疾患への理解を深めるとと

もに、英語の論文の検索・精読・

パワーポイントの構成・効果的なプ

レゼンテーションの方法を学び、専門

医・指導医の先生方に手伝ってい

ただきながら、なんとか発表当日を迎

えることができました。第１回目には

長尾先生・菅先生 ( スカイプで日

本から参加していただきました )・

UCSF 留学中の他大学の先生に、

そしてその反省点を踏まえた上で別

症例に取り組み、第 2 回目には 10

名以上の専門医の先生方の前で発

表させていただきました。大変勉強に

なり、大きな達成感を得ることができ

ました。

　実 習 期 間の最 後には Trauma 

Course という UCSF 主催の学会

があり、３日間にわたって様々な演題

を拝聴しました。全てのスライドがア

プリケーション上にアップロードされ

ていたので、矢継ぎ早に進行していく

プログラムの中でも、気になる演題

について反芻して理解することがで

きました。各企業主催のワークショッ

プでは、最新機器を用いて手技のシ

ミュレーションを行うことができました。

近くに居合わせたドクターたちに機

器の扱い方を教わり、初めて手にす

る機器に少し興奮しながら、ワイヤー

を入れ進めた感覚が未だに手に残っ

ています。一日の終わりにはレセプ

ションパーティーがあり、他州や日本

から訪れていた先生方と知り合い交

流することもできました。学会に出席

すること自体が初めてだったので、全

てが新鮮で楽しくあっという間に 3 日

間が過ぎてしまいました。

　今回の実習全体を通して、アメリ

カと日本との医療の違いは勿論いく

つも発見しましたが、それ以上に、両

国の医学生や医師の差異を痛感す

る場面が多くありました。私たちのよ

うに病院内で実習している高学年の

医学生は、日本でいうところの研修

医に立場が近く、実際の受け持ち患

者さんを抱えてより実践的に学んで

いるため、専門的な知識・医療者と

しての自覚・具体的な将来のビジョ

ンを、日本の医学生よりも遥かに多く

携えていました。また、各州・各病院・

各科で厳しく定員が決められている

ためか、医師たちの向上心やハング

リー精神は前面に出ているように感

じられました。それらに、いつでも堂々

としている国民性と外傷センターなら

ではの多忙さが相まって、ともすれば

圧倒されがちだったことは私にとって

の一番の反省点です。同時に、その

ような環境に刺激を受けながら「1ヵ

月間の実習を実のあるものにするた

めにも常に能動的であるように」と試

行錯誤を重ねたことは、異国での実

習に参加する醍醐味だったと思いま

す。

　最後になりましたが、渡米前から

実習期間中そして帰国後も大変お

世話になった長尾正人先生、国外

臨床実習の機会を与えてくださった

友田学長、Professor Miclau、木

下洋教授、中川教授、菅先生をはじ

めとする皆様に心より御礼申し上げ

ます。有難うございました。

Reports on the Overseas Clinical Training

Mina Nagai（6th year）
長井　美樹（6学年）
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外来・処置見学、手術見学、カンファレンス、症例発表、外傷学会

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：2015年4月6日～5月2日

指導教官名：長尾 正人　准教授

実 習 内 容：

【Summary】

 I was able to experience a lot of 

things that cannot be 

experienced in Japan. I was able 

to observe the surgery or clinic I 

wanted to see and find many 

differences between Japanese 

and American hospitals.

 Every doctors, students and staff 

were very kind and taught me 

many things and I was really 

inspired by them.

 I thought I have to make more of 

an effort to be a good doctor.

In Orthopedic Trauma Course, I 

could talk with the people from 

many countries. I had a very good 

time in San Francisco.

 Finally, I would like to thank all 

people who helped me with this 

program.

　2015 年の 4 月に 1 カ月間カリ

フォルニア大学サンフランシスコ校

の整形外科で臨床実習をさせていた

だきました。実習では大きく分けて 4

つのことをさせていただきました。手

術見学、外来見学、英語での症例

発表、学会への参加の 4 つです。

　手術見学では自分の見たい手術

を選び、オペ室に入って、わからない

ことがあれば、ドクターや看護師、麻

酔科医などに質問して、色々教えて

もらいながら、見学するといったスタ

ンスでした。実際に執刀している先生

にはなかなか話しかけるのは難しいで

すが、麻酔科の先生や看護師さんが

とても優しく、質問したらなんでも気

軽に答えてくれました。

　外来見学では基本的にはレジデ

ントとともに行動し、患者さんを診て、

場合によっては検査や処置を行った

りするのを見学していました。外来の

ほとんどはレジデントが担当してい

て、レジデントにわからないことなどが

あればアテンディングに質問したり、

一緒に診てもらったりといったスタン

スでした。日本ではなかなか目にする

ことのできない、銃で発砲されたケー

スや、ワイルドな遊びをした結果、とん

でもない骨折をしたケースなど、様々

な症例を見学することができました。

　また日本とは違い、ドクターが患者

さんの待つ部屋へ行って診察すると

いうスタイルの違いも新鮮でした。場

合によってはアテンディングや学生と

一緒に行動し、教えてもらうこともあ

りました。

　また実習の 2 週目と 4 週目に計

2 回英語で症例発表をしました。自

分が実際に目の当たりにした症例で

発表するのですが、英語で症例をま

とめたり、論文を読んだり、それをまと

めたりと、日本語ですらやったことの

ないようなことだったので、初めはとて

も戸惑いましたが、2 回とも先生方が

とても優しく教えてくれて、なんとかや

り通すことができて、なかなか日本で

はできない経験ができて、今となって

は本当にやって良かったと思ってい

ます。

　学会には Orthopaedic Trauma 

Course に参加させていただき、海

外の学会の雰囲気を体験できまし

た。世界各地から参加しているので、

そういった人たちとたくさんお話しでき

たりして、とても楽しかったです。コ

ミュニケーションの面で苦労すること

もありましたが、普通に生活していて

はなかなかできないとても貴重な経

験をさせていただきました。

　基本的には何をするのも自分次

第なので、自分の見たい手術や外来

などを見学して、自由に先生に質問

できるので、とても有意義な実習時

間を過ごせました。ドクターになってか

らはなかなかこんな体験はできないと

思うので、学生のうちにこのような貴

重な体験ができて本当に良かったで

す。将来、今回のように国際交流で

きる機会があれば、積極的に参加し

たいと思います。

　今回、私にこのような機会を与え

てくださった、長尾先生、友田先生、

木下洋先生、中川先生にはとても感

謝しています。ありがとうございまし

た。

大学への希望：

国外臨床実習に参加する人にも日

本の外部の病院を実習するチャンス

がほしかったです。

後輩への助言：

6 回生の春で、クリクラ、マッチング、

部活、勉強ととても忙しい時期です

が、こんな体験はなかなかできるもの

ではありません。一生忘れられない経

験になります。失敗を恐れずに積極

的になんでもチャレンジすることが大

事だと思います。楽しんでください。

Reports on the Overseas Clinical Training

Akihiro Watanabe（6th year）
渡邊　晃弘（6学年）



17 18

外来・処置見学、手術見学、カンファレンス、症例発表、外傷学会

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：2015年4月6日～5月2日

指導教官名：長尾 正人　准教授

実 習 内 容：

【Summary】

 I was able to experience a lot of 

things that cannot be 

experienced in Japan. I was able 

to observe the surgery or clinic I 

wanted to see and find many 

differences between Japanese 

and American hospitals.

 Every doctors, students and staff 

were very kind and taught me 

many things and I was really 

inspired by them.

 I thought I have to make more of 

an effort to be a good doctor.

In Orthopedic Trauma Course, I 

could talk with the people from 

many countries. I had a very good 

time in San Francisco.

 Finally, I would like to thank all 

people who helped me with this 

program.

　2015 年の 4 月に 1 カ月間カリ

フォルニア大学サンフランシスコ校

の整形外科で臨床実習をさせていた

だきました。実習では大きく分けて 4

つのことをさせていただきました。手

術見学、外来見学、英語での症例

発表、学会への参加の 4 つです。

　手術見学では自分の見たい手術

を選び、オペ室に入って、わからない

ことがあれば、ドクターや看護師、麻

酔科医などに質問して、色々教えて

もらいながら、見学するといったスタ

ンスでした。実際に執刀している先生

にはなかなか話しかけるのは難しいで

すが、麻酔科の先生や看護師さんが

とても優しく、質問したらなんでも気

軽に答えてくれました。

　外来見学では基本的にはレジデ

ントとともに行動し、患者さんを診て、

場合によっては検査や処置を行った

りするのを見学していました。外来の

ほとんどはレジデントが担当してい

て、レジデントにわからないことなどが

あればアテンディングに質問したり、

一緒に診てもらったりといったスタン

スでした。日本ではなかなか目にする

ことのできない、銃で発砲されたケー

スや、ワイルドな遊びをした結果、とん

でもない骨折をしたケースなど、様々

な症例を見学することができました。

　また日本とは違い、ドクターが患者

さんの待つ部屋へ行って診察すると

いうスタイルの違いも新鮮でした。場

合によってはアテンディングや学生と

一緒に行動し、教えてもらうこともあ

りました。

　また実習の 2 週目と 4 週目に計

2 回英語で症例発表をしました。自

分が実際に目の当たりにした症例で

発表するのですが、英語で症例をま

とめたり、論文を読んだり、それをまと

めたりと、日本語ですらやったことの

ないようなことだったので、初めはとて

も戸惑いましたが、2 回とも先生方が

とても優しく教えてくれて、なんとかや

り通すことができて、なかなか日本で

はできない経験ができて、今となって

は本当にやって良かったと思ってい

ます。

　学会には Orthopaedic Trauma 

Course に参加させていただき、海

外の学会の雰囲気を体験できまし

た。世界各地から参加しているので、

そういった人たちとたくさんお話しでき

たりして、とても楽しかったです。コ

ミュニケーションの面で苦労すること

もありましたが、普通に生活していて

はなかなかできないとても貴重な経

験をさせていただきました。

　基本的には何をするのも自分次

第なので、自分の見たい手術や外来

などを見学して、自由に先生に質問

できるので、とても有意義な実習時

間を過ごせました。ドクターになってか

らはなかなかこんな体験はできないと

思うので、学生のうちにこのような貴

重な体験ができて本当に良かったで

す。将来、今回のように国際交流で

きる機会があれば、積極的に参加し

たいと思います。

　今回、私にこのような機会を与え

てくださった、長尾先生、友田先生、

木下洋先生、中川先生にはとても感

謝しています。ありがとうございまし

た。

大学への希望：

国外臨床実習に参加する人にも日

本の外部の病院を実習するチャンス

がほしかったです。

後輩への助言：

6 回生の春で、クリクラ、マッチング、

部活、勉強ととても忙しい時期です

が、こんな体験はなかなかできるもの

ではありません。一生忘れられない経

験になります。失敗を恐れずに積極

的になんでもチャレンジすることが大

事だと思います。楽しんでください。

Reports on the Overseas Clinical Training

Akihiro Watanabe（6th year）
渡邊　晃弘（6学年）
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実 習 先：カナダ　トロント小児病院　神経生理学講座

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：越智 文子　准教授

Sickkids 外観

実習でお世話になった Dr. Duaa Ba-Armah と Dr. Ayako Ochi とともに

【Summary】

 I had a great experience at 

Hospital for Sick Children in 

Toronto, Canada. The hospital, 

called Sickkids for short, is one of 

the most famous hospitals for 

children in the world and the 

patients and fellows come from 

all over the world. I learned about 

the types of epilepsy which can 

be cured by surgical treatments 

or not. Dr. Ochi conducted the 

study which aimed to distinguish 

these types. 

 In the study, I collected the data 

about patients of control and 

made the lists with Dr. Duaa 

Ba-Armah from Saudi Arabia. It 

was hard, but thanks to them, I 

finished my task. 

 Finally, I’d like to appreciate to 

Dr. Ochi, Prof. Otsubo, Prof. 

Tomoda, Prof. Nakagawa and all 

the people who helped me with 

this program.

　カンファレンスやレクチャーへの参

加、手術室で行われる皮質脳波電

極留置術や脳部分切除術の見学、

研究のためのデータ収集を行いまし

た。正式なカンファレンスは週に数回

ありますが、その他にも頻繁にオフィ

スに多くの医師が出入りして活発に

脳波を検討し、また研究について話

し合いをします。これらは専門的で理

解することは難しかったですが、積極

的に聞き、分からないなりに後から質

問する、調べるなどして理解するよう

努めました。

　レクチャーは脳波の資格取得を目

指すフェローを対象としたものです

が、内容は脳波に関する基本事項で

難しいながらも、興味深く学ぶことが

できました。皮質脳波電極留置術は

月に 1-2 回行われるもので、月曜日

に行われ、その記録をもとに脳の切

除部位を決定し、その週の金曜日に

切除術が行われます。滞在中に 2

つの症例を見学することができまし

た。

　研究はてんかんの手術適応を判

定する検査に関するもので、そのコン

トロール群候補の患者のカルテから

必要な情報を探し出し、エクセルにま

とめるという作業を行いました。サウジ

アラビア人の先生と共同作業で、丁

寧にご指導いたたき無事目標範囲を

終えることができました。

　また、神経生理学講座の医師が

医学生に対して行う講義にも参加さ

せていたたきました。講義の途中でも

積極的に質問をする学生の姿が、講

義の流れを遮らないよう静かに聞くこ

とが求められる日本と異なっており印

象的でした。

　感想：トロント小児病院は世界三

大小児病院にも数えられ、高度な医

療を提供する病院です。世界中から

clinical、research 双方のフェロー

や患者が集まり、カナダらしい多民

族・多様性が凝縮されていると思い

ます。実習先の神経生理学講座は

てんかん患者の脳波や脳磁図を記

録し、てんかん原性部位などの特定

や機能部位の同定を行っています。

てんかんは国家試験では大々的には

扱われない疾患ですが、とても奥が

深く、興味深かったです。また関西医

大では見られないてんかんの外科的

治療の実際を目にすることができ、感

銘を受けました。

　大学への希望：マッチングのため

にも国外実習参加者にも日本の外

部病院実習の期間をいただけると幸

いです。

　後輩への助言：てんかんと脳波

の基本事項を予習していくのが望ま

しいですが、あまり身構えず行ってみ

ればいいと思います。国家試験対策

に出遅れる焦りもあるかと思います

が、貴重で有意義な機会なのでぜひ

チャレンジして下さい。

Reports on the Overseas Clinical Training

Haruka Yamasaki（6th year）
山崎　春香（6学年）
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実 習 先：カナダ　トロント小児病院　神経生理学講座

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：越智 文子　准教授

Sickkids 外観

実習でお世話になった Dr. Duaa Ba-Armah と Dr. Ayako Ochi とともに

【Summary】

 I had a great experience at 

Hospital for Sick Children in 

Toronto, Canada. The hospital, 

called Sickkids for short, is one of 

the most famous hospitals for 

children in the world and the 

patients and fellows come from 

all over the world. I learned about 

the types of epilepsy which can 

be cured by surgical treatments 

or not. Dr. Ochi conducted the 

study which aimed to distinguish 

these types. 

 In the study, I collected the data 

about patients of control and 

made the lists with Dr. Duaa 

Ba-Armah from Saudi Arabia. It 

was hard, but thanks to them, I 

finished my task. 

 Finally, I’d like to appreciate to 

Dr. Ochi, Prof. Otsubo, Prof. 

Tomoda, Prof. Nakagawa and all 

the people who helped me with 

this program.

　カンファレンスやレクチャーへの参

加、手術室で行われる皮質脳波電

極留置術や脳部分切除術の見学、

研究のためのデータ収集を行いまし

た。正式なカンファレンスは週に数回

ありますが、その他にも頻繁にオフィ

スに多くの医師が出入りして活発に

脳波を検討し、また研究について話

し合いをします。これらは専門的で理

解することは難しかったですが、積極

的に聞き、分からないなりに後から質

問する、調べるなどして理解するよう

努めました。

　レクチャーは脳波の資格取得を目

指すフェローを対象としたものです

が、内容は脳波に関する基本事項で

難しいながらも、興味深く学ぶことが

できました。皮質脳波電極留置術は

月に 1-2 回行われるもので、月曜日

に行われ、その記録をもとに脳の切

除部位を決定し、その週の金曜日に

切除術が行われます。滞在中に 2

つの症例を見学することができまし

た。

　研究はてんかんの手術適応を判

定する検査に関するもので、そのコン

トロール群候補の患者のカルテから

必要な情報を探し出し、エクセルにま

とめるという作業を行いました。サウジ

アラビア人の先生と共同作業で、丁

寧にご指導いたたき無事目標範囲を

終えることができました。

　また、神経生理学講座の医師が

医学生に対して行う講義にも参加さ

せていたたきました。講義の途中でも

積極的に質問をする学生の姿が、講

義の流れを遮らないよう静かに聞くこ

とが求められる日本と異なっており印

象的でした。

　感想：トロント小児病院は世界三

大小児病院にも数えられ、高度な医

療を提供する病院です。世界中から

clinical、research 双方のフェロー

や患者が集まり、カナダらしい多民

族・多様性が凝縮されていると思い

ます。実習先の神経生理学講座は

てんかん患者の脳波や脳磁図を記

録し、てんかん原性部位などの特定

や機能部位の同定を行っています。

てんかんは国家試験では大々的には

扱われない疾患ですが、とても奥が

深く、興味深かったです。また関西医

大では見られないてんかんの外科的

治療の実際を目にすることができ、感

銘を受けました。

　大学への希望：マッチングのため

にも国外実習参加者にも日本の外

部病院実習の期間をいただけると幸

いです。

　後輩への助言：てんかんと脳波

の基本事項を予習していくのが望ま

しいですが、あまり身構えず行ってみ

ればいいと思います。国家試験対策

に出遅れる焦りもあるかと思います

が、貴重で有意義な機会なのでぜひ

チャレンジして下さい。

Reports on the Overseas Clinical Training

Haruka Yamasaki（6th year）
山崎　春香（6学年）
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外来・手術見学、病棟実習、採血実習、英語での問診及び診察、先天性心疾患・虚血性心疾患・
周術期管理・心臓麻酔・経食道心エコー等に関するレクチャー　カンファレンス、プレゼンテー
ション

実 習 先：マレーシア　マレーシア国立循環器病センター(IJN)

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam

実 習 内 容：

マレーシア国立循環器病センター (IJN)

Dr.Sivakumarと

【Summary】

 I joined the clinical internship 

program at IJN, Malaysia for 1 

month with Ms. Yamanaka. 

 We visited various facilities 

including the ICU, ward, operation

room and clinic. I was able to get 

especially train the clinical skills 

which were history taking, 

physical examination, taking 

blood and so on.

The doctors from various 

departments of IJN shared their 

time to have the lectures for us, 

so we could study many things 

from them too.

 In the operation room, I saw a lot 

of operations which were very 

rare cases I can't see in Japan. In 

final week I had a presentation 

about a very rare case in the 

auditorium entitled “concomitant 

slide tracheoplasty in a patient 

with pulmonary artery sling”. It 

was the first case which is 

succeeded in Malaysia and this 

was one of the most valuable 

experience for me in IJN.

 Finally, I would like to express 

my appreciation to Prof. Tomoda, 

Prof. Minato, Prof. Nakagawa, 

Dr. Okada, Dr. Siva and all the 

people for giving us the wonderful 

experiences in Malaysia.

　今回、マレーシアの国立循環器病

センター (IJN) で 1ヵ月間、臨床実

習をさせていただきました。私が実習

先にマレーシアを選択した理由は二

つあり、一つはもともと循環器に興味

があったから、そしてもう一つは他の

実習先よりも比較的手技をさせてい

ただく機会が多いと先輩から聞いて

いたからです。

　IJN はマレーシアにおいて最高峰

の心臓病治療センターであり、循環

器内科、外科、小児科、麻酔科、放

射線科の 5 つの部門から成り立っ

ています。IJN にはマレーシア全土の

医療機関からの紹介で、重症の患

者や難度の高い手術が必要とされる

患者が集められ、日々最新の治療法

が試みられています。

　私たちは、基 本 的 には担 当 の

Dr.Sivakumar が用意して下さった

プログラムに沿って、ICU やオペ室、

病棟、外来といった各施設を回らせ

ていただきましたが、私たちが希望す

れば適宜プログラムをアレンジしてい

ただけました。

　ICU では回診中の先生方に付き

ながら、術前術後のマネジメントにつ

いて学びました。

IJN では一日あたり約 4000 件と非

常に多くの手術が行われており、私

達は CABG や、VSD、TOF の修

復、Fontan 手術など数多くの手術

を見学させていただきました。また、縫

合など簡単な手技をさせていただく

機会もありました。外来では見学する

だけではなく、実際に身体診察させて

いただく機会が多くあり、所見や鑑別

疾患を先生と議論しました。成人の

患者さんでは機械弁を入れている方

が多く、小児では VSD の患者さん

が多かったので、それらの聴診所見

はとても印象に残りました。

　病棟では、何人かの患者さんを術

前に診察し、Mr.Siva に説明しまし

た。またスケジュールが空いている時

間には自由に病棟に行くことができ、

保護者の方に許可を得て聴診させ

ていただいたり、先生方に所見を教

えていただくことができました。また、

実習の合間を縫って、各科の先生

が、先天性心疾患、虚血性心疾患、

周術期管理、心臓麻酔、経食道心

エコーなどに関するミニレクチャーを

してくださり、基本事項から応用的な

ものまで、幅広い知識を得ることがで

きました。

　実習の最終週には、稀な症例に

ついて大講堂でプレゼンする時間を

設けていただきました。僕のテーマは

“Concomitant slide

tracheoplasty in a patient

with pulmonary artery sling”で

あり、これはマレーシアで最初に成功

したケースでした。聴衆の前で英語で

症例発表をするのは生まれて初めて

の事で、疾患や術式の理解からスラ

イドの作成、プレゼンの練習まで、困

難ではありましたが、Dr. Sivaを始め

とする多くの先生に助けていただい

た結果、最終的に形にすることがで

き、勉強になったとともに自信をつけ

ることができました。これは非常に良

い経験となりました。

　以上のように、関西医大での臨床

実習だけでは得られないような様々な

経験をさせていただき、将来医師にな

る身としては非常に良い刺激となっ

た 1ヵ月を過ごすことができました。

　最後になりましたが、このような素

晴らしい機会を与えてくださった友田

教授、木下洋教授、中川教授、岡田

講師、Dr. Siva とマレーシアで助け

ていただいた全ての方々に、厚くお

礼申し上げます。

　大学への希望：宿泊施設でのト

ラブルが多く、また IJN から毎朝タク

シーを使わなければならなかったた

め、来年からは別の所にしていただけ

ればと思います。

後輩への助言：実習前に基本的な

医学英単語は覚えておくことと、日

常英会話についてはできるだけ早く

から準備しておくことを強くお勧めし

ます。また、現地では英語がなかなか

通じなくても、諦めずに身振り手振り

を使ってでも伝えようとする姿勢が

重要です。実際のところ、私も実習

前は現地の人と英語でコミュニケー

ションをちゃんととれるか心配だった

のですが、現地に着いてみると、Dr. 

Siva を始めとしてマレーシアの人は

基本的に親切なので、こちらが相手

のことを理 解したいと態 度で示せ

ば、もう一度同じことをゆっくり言っ

てもらったり、身振り手振りを駆使し

たりして、英語が拙いなりにコミュニ

ケーションを取ることができました。

実習を通して、日本人が抱きがちな

外国人に対するある種の恐怖はな

くなったことも、国外実習から得られ

たものの一つだと思います。マレー

シアでは積極的に活動するように心

がけましょう。

Reports on the Overseas Clinical Training

Ryotaro Ikeda（6th year）
池田　遼太郎（6学年）
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外来・手術見学、病棟実習、採血実習、英語での問診及び診察、先天性心疾患・虚血性心疾患・
周術期管理・心臓麻酔・経食道心エコー等に関するレクチャー　カンファレンス、プレゼンテー
ション

実 習 先：マレーシア　マレーシア国立循環器病センター(IJN)

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam

実 習 内 容：

マレーシア国立循環器病センター (IJN)

Dr.Sivakumarと

【Summary】

 I joined the clinical internship 

program at IJN, Malaysia for 1 

month with Ms. Yamanaka. 

 We visited various facilities 

including the ICU, ward, operation

room and clinic. I was able to get 

especially train the clinical skills 

which were history taking, 

physical examination, taking 

blood and so on.

The doctors from various 

departments of IJN shared their 

time to have the lectures for us, 

so we could study many things 

from them too.

 In the operation room, I saw a lot 

of operations which were very 

rare cases I can't see in Japan. In 

final week I had a presentation 

about a very rare case in the 

auditorium entitled “concomitant 

slide tracheoplasty in a patient 

with pulmonary artery sling”. It 

was the first case which is 

succeeded in Malaysia and this 

was one of the most valuable 

experience for me in IJN.

 Finally, I would like to express 

my appreciation to Prof. Tomoda, 

Prof. Minato, Prof. Nakagawa, 

Dr. Okada, Dr. Siva and all the 

people for giving us the wonderful 

experiences in Malaysia.

　今回、マレーシアの国立循環器病

センター (IJN) で 1ヵ月間、臨床実

習をさせていただきました。私が実習

先にマレーシアを選択した理由は二

つあり、一つはもともと循環器に興味

があったから、そしてもう一つは他の

実習先よりも比較的手技をさせてい

ただく機会が多いと先輩から聞いて

いたからです。

　IJN はマレーシアにおいて最高峰

の心臓病治療センターであり、循環

器内科、外科、小児科、麻酔科、放

射線科の 5 つの部門から成り立っ

ています。IJN にはマレーシア全土の

医療機関からの紹介で、重症の患

者や難度の高い手術が必要とされる

患者が集められ、日々最新の治療法

が試みられています。

　私たちは、基 本 的 には担 当 の

Dr.Sivakumar が用意して下さった

プログラムに沿って、ICU やオペ室、

病棟、外来といった各施設を回らせ

ていただきましたが、私たちが希望す

れば適宜プログラムをアレンジしてい

ただけました。

　ICU では回診中の先生方に付き

ながら、術前術後のマネジメントにつ

いて学びました。

IJN では一日あたり約 4000 件と非

常に多くの手術が行われており、私

達は CABG や、VSD、TOF の修

復、Fontan 手術など数多くの手術

を見学させていただきました。また、縫

合など簡単な手技をさせていただく

機会もありました。外来では見学する

だけではなく、実際に身体診察させて

いただく機会が多くあり、所見や鑑別

疾患を先生と議論しました。成人の

患者さんでは機械弁を入れている方

が多く、小児では VSD の患者さん

が多かったので、それらの聴診所見

はとても印象に残りました。

　病棟では、何人かの患者さんを術

前に診察し、Mr.Siva に説明しまし

た。またスケジュールが空いている時

間には自由に病棟に行くことができ、

保護者の方に許可を得て聴診させ

ていただいたり、先生方に所見を教

えていただくことができました。また、

実習の合間を縫って、各科の先生

が、先天性心疾患、虚血性心疾患、

周術期管理、心臓麻酔、経食道心

エコーなどに関するミニレクチャーを

してくださり、基本事項から応用的な

ものまで、幅広い知識を得ることがで

きました。

　実習の最終週には、稀な症例に

ついて大講堂でプレゼンする時間を

設けていただきました。僕のテーマは

“Concomitant slide

tracheoplasty in a patient

with pulmonary artery sling”で

あり、これはマレーシアで最初に成功

したケースでした。聴衆の前で英語で

症例発表をするのは生まれて初めて

の事で、疾患や術式の理解からスラ

イドの作成、プレゼンの練習まで、困

難ではありましたが、Dr. Sivaを始め

とする多くの先生に助けていただい

た結果、最終的に形にすることがで

き、勉強になったとともに自信をつけ

ることができました。これは非常に良

い経験となりました。

　以上のように、関西医大での臨床

実習だけでは得られないような様々な

経験をさせていただき、将来医師にな

る身としては非常に良い刺激となっ

た 1ヵ月を過ごすことができました。

　最後になりましたが、このような素

晴らしい機会を与えてくださった友田

教授、木下洋教授、中川教授、岡田

講師、Dr. Siva とマレーシアで助け

ていただいた全ての方々に、厚くお

礼申し上げます。

　大学への希望：宿泊施設でのト

ラブルが多く、また IJN から毎朝タク

シーを使わなければならなかったた

め、来年からは別の所にしていただけ

ればと思います。

後輩への助言：実習前に基本的な

医学英単語は覚えておくことと、日

常英会話についてはできるだけ早く

から準備しておくことを強くお勧めし

ます。また、現地では英語がなかなか

通じなくても、諦めずに身振り手振り

を使ってでも伝えようとする姿勢が

重要です。実際のところ、私も実習

前は現地の人と英語でコミュニケー

ションをちゃんととれるか心配だった

のですが、現地に着いてみると、Dr. 

Siva を始めとしてマレーシアの人は

基本的に親切なので、こちらが相手

のことを理 解したいと態 度で示せ

ば、もう一度同じことをゆっくり言っ

てもらったり、身振り手振りを駆使し

たりして、英語が拙いなりにコミュニ

ケーションを取ることができました。

実習を通して、日本人が抱きがちな

外国人に対するある種の恐怖はな

くなったことも、国外実習から得られ

たものの一つだと思います。マレー

シアでは積極的に活動するように心

がけましょう。

Reports on the Overseas Clinical Training

Ryotaro Ikeda（6th year）
池田　遼太郎（6学年）
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実 習 先：マレーシア　マレーシア国立循環器病センター(IJN)

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam

【Summary】

 I chose Malaysia because I was 

interested in the heart disease.

 I joined the clinical internship 

program in Institut Jantung 

Negara(IJN) in Kuala Lumpur.

 Everyday we had some meeting 

with free breakfast. After the 

meeting, we went to the clinic or 

operation room. In IJN, they have 

many operations everyday. We 

observed the pediatric operations. 

Adding that, we had some 

lectures in the operation room. 

We learned about the heart-lung 

machine from the engineer, and 

about anesthesia from the 

anesthesiologist. In the final 

week, we had a presentation 

about the rare case. 

 We had an awesome experiences 

for 1 month in Malaysia. I’d like 

to thank all the people who 

helped us. Thank you so much.

　私は循環器に興味があり、マレー

シア国立循環器病センター（IJN）で

実習させていただきました。また、実

習先の中で唯一のアジアという点も

魅力的でした。

　マレーシアに到着してまず驚いた

のは、想像以上に英語が分からない

という事でした。自分のリスニング力

も足りていないうえに、現地の方はマ

レーシアなまりの英語を話され、最初

の一週間は聞き取るだけで精一杯で

した。日本で少しは英語を勉強したつ

もりでしたが、もっと勉強してくればよ

かったと後悔しました。私生活だけで

なく実習中も、一番苦労したのは英

語だと思います。特に医学英単語は

難しく、先生や病院スタッフの方々に

何度も聞き返していました。しかし病

院の方々は皆さんとても親切で、わか

りやすい英語で多くの事を教えてくだ

さりました。英語で会話をするのに一

番必要なのは、何とかして自分の意

見を伝えようとする姿勢だと感じまし

た。

　実習中は毎朝 7 時半ごろ病院に

到着し、朝のカンファレンスに出席し

ていました。その後は外来やオペ室

などを見学させていただきました。ま

た、循環器内科・循環器外科・小

児循環器・麻酔科の先生方に毎日

色々なトピックについてレクチャーを

していただきました。IJN での実習は

日本よりも医学生と医師や患者さん

との距離が近く、実習内容もより実

践的なものでした。外来では身体所

見をとらせていただき、手術などにも

毎回手洗いで参加することができ、

毎日が充実していました。日本ではあ

まりみられない先天性心疾患の患者

さんの診察などもさせていただき、大

変勉強になりました。

　最終週には病院スタッフの前で症

例発表を行うことになり、一人一つ、

病院内での世界的にも珍しい症例

をあてられました。毎日発表の準備で

9 時ごろまで病院に残り大変でした

が、大勢の人の前で英語で症例発

表をしたことはとても自信になりまし

た。

　また、マレーシアの病院におられた

日本人の先生方が、日々の実習や発

表について大変熱心に指導してくだ

さり、英語でのコミュニケーションが

上手くいかない時などにも助けてい

ただきました。今年は関西医大出身

の 2 名の先生方を含め、5 人の日本

人の先生方がおられ、実習面でも生

活面でも大変お世話になりました。マ

レーシアでの生活は、想像以上に楽

しいものでした。心配していた治安も

それほど悪くなく、物価は安くご飯は

美味しくとても楽しかったです。マレー

シア料理、タイ料理、インド料理、中

華料理などアジアの国々の料理なら

何でもそろっており、毎日晩御飯を楽

しみにしていました。また現地の病院

スタッフの方々がほぼ毎週末に食事

や観光に連れて行ってくださり、充実

した 1ヵ月間を過ごすことができまし

た。

　マレーシアでの生活と IJN での実

習は、素晴らしい経験でした。出発前

や到着直後は不安が大きかったです

が、行ってよかったと心から思ってい

ます。最後になりましたが、今回お世

話になりました岡田講師や現地の先

生方、スタッフの方々に、心よりお礼

申し上げます。本当にありがとうござ

いました。

Miki Yamanaka（6th year）
山中　美樹（6学年）

Reports on the Overseas Clinical Training
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実 習 先：マレーシア　マレーシア国立循環器病センター(IJN)

実 習 期 間：2015年4月6日～5月1日

指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam

【Summary】

 I chose Malaysia because I was 

interested in the heart disease.

 I joined the clinical internship 

program in Institut Jantung 

Negara(IJN) in Kuala Lumpur.

 Everyday we had some meeting 

with free breakfast. After the 

meeting, we went to the clinic or 

operation room. In IJN, they have 

many operations everyday. We 

observed the pediatric operations. 

Adding that, we had some 

lectures in the operation room. 

We learned about the heart-lung 

machine from the engineer, and 

about anesthesia from the 

anesthesiologist. In the final 

week, we had a presentation 

about the rare case. 

 We had an awesome experiences 

for 1 month in Malaysia. I’d like 

to thank all the people who 

helped us. Thank you so much.

　私は循環器に興味があり、マレー

シア国立循環器病センター（IJN）で

実習させていただきました。また、実

習先の中で唯一のアジアという点も

魅力的でした。

　マレーシアに到着してまず驚いた

のは、想像以上に英語が分からない

という事でした。自分のリスニング力

も足りていないうえに、現地の方はマ

レーシアなまりの英語を話され、最初

の一週間は聞き取るだけで精一杯で

した。日本で少しは英語を勉強したつ

もりでしたが、もっと勉強してくればよ

かったと後悔しました。私生活だけで

なく実習中も、一番苦労したのは英

語だと思います。特に医学英単語は

難しく、先生や病院スタッフの方々に

何度も聞き返していました。しかし病
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Reports on the Overseas Clinical Training
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実 習 先：ドイツ　レバークーゼン総合病院

実 習 期 間：2015年4月13日～5月8日

指導教官名：Dr. Antonio Lelli

【Summary】

 I studied in Leverkusen Hospital 

from April to May, 2015. I 

observed the operations and the 

doctors always gave us explanations 

about what’s going on and the 

procedure of the operations. In 

some of operations, we cleaned 

our hands and helped the 

operators as the assistant and 

had some small tasks, for 

instance cutting strings with 

scissors and tying knots as 

sometimes we do in Japan. For 

only one day I was able to study 

in the emergency department.

 I experienced many precious 

things. I am deeply grateful to 

KMU and doctors who took care 

of me.

　私は 4 月 13 日から 5 月 8 日まで

の 4 週間、ドイツのレバークーゼン総

合病院（Klinikum Leverkusen）で

実習させていただいた。実習先として

ドイツを選んだ理由は、かつて明治維

新を迎えた日本が、近代医学を取り

入れる際に手本としたのがドイツだか

らである。医療関係者以外の人のな

かには今でも医学生や医師はドイツ

語で医学の勉強をしていると思って

いるほどである。医学に限らずほとん

どの分野でアメリカが中心となってい

る現在でも、医学とドイツのイメージ

の結びつきは強い。私も昔からそのイ

メージは持っていた。そういうわけでレ

バークーゼン総合病院に行かせても

らうことにした。

　4 週間を通して一般外科でお世

話になった。主な実習内容は、一般

外科での手術、検査、処置、外来お

よび一般外科領域の救急部門を見

学した。我々の実習は毎朝 8 時の

ミーティングから始まり、夕方 4 時過

ぎのミーティングで終わる。朝のミー

ティングはその日の手術についての

簡単な打ち合わせ、夕方は、その日行

われた手術を報告していた。手術は

毎日 3 つの手術室で同時に行われ

ており、興味のある手術を見学する。

1 日に 1 件は清潔で手術に参加す

るようにした。清潔、不潔に拘らず先

生方はとても親切に説明してくれた。

ほとんどの先生は英語を十分に話せ

る。手術の種類は多岐に渡り、鼠径

ヘルニア、大腸切除、肝腫瘍部分切

除、胃切除、胸腺腫切除、甲状腺摘

出、肺葉切除などを見学した。一般

外科といえば日本では、消化器外科

のことを指すが、ドイツの一般外科は

まさに“ 一般 ”でカバーする領域が

非常に広い。消化器はもとより、日本

の一般外科は行わない脂肪腫、胸

腺腫、甲状腺腫の摘出などもこなし

ていた。例えば、転移のない悪性黒

色腫のみの手術なら皮膚科医が行

うが、リンパ節転移があればそれはた

ちまち一般外科の領域となるそうだ。

さらに驚くことに、どの先生も全ての

手術をこなしていた。日本のように専

門に分かれていない。しかし、ある医

師は「特定の分野をもっと深くやりた

い。これからそういう風に変わっていく

んじゃないかな」と語っていた。

　病棟では、現地の医学生に付い

て入院患者の採血、ドレーンの抜

去、創部のガーゼ交換などの補助を

行った。ドイツの医学生は日本の初

期研修医が行うような業務を行って

いた。腹腔鏡手術のシミュレーション

ができる機器があったので、空いてい

る時間は使わせてもらった。救急部

門では 1 日だけ見学させてもらった。

ドイツでは救急要請があると、医師も

現場に行き、その患者がどのレベル

の救急病院に行くべきかを判断する

というシステムを採っている。残念な

がら私が同行する機会はなかった

が、ドクターカーや救急車の内部を見

せていただいた。

　また、我々の実習の担当をしてい

ただいた Dr. Lelli の空いている時

間 に、“Anastomotic technique 

in GI-surgery”と“Enhanced 

Recovery After Surgery concepts”

という 2 つのレクチャーをしていただ

いた。今まで聞いたことのない内容

だったので、非常に興味深かった。

　ドイツでは日曜日は飲食店以外の

お店は休業となる。初めてそれを知っ

たとき、ずいぶんのんびりしている国

民だなあと思ったが、少なくとも我々

がみたドイツ人医師は決してのんび

りした生活は送っていない。毎日本

当に忙しく、もう倒れてしまうんじゃな

いかと思うほど疲れきっている日も

あった。しかしそんな状況でも彼らは

互いに冗談を言ったり、時には歌を

歌いあったりしながら楽しそうに仕事

をしていた。「しんどいからこそ楽しく

仕事をしないと本当に嫌になってしま

う」と話していた。彼らのそのような姿

勢には感銘を受けた。

　4 週間という短い期間であったが、

大変中身が濃く、得るものの多い実

習となった。このような機会を与えて

いただいた大学、担当していただい

た先生方に感謝したい。

Banri Tsukuda（6th year）
佃　万里（6学年）

Reports on the Overseas Clinical Training
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Banri Tsukuda（6th year）
佃　万里（6学年）

Reports on the Overseas Clinical Training
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　今回ドイツのレバークーゼン総合

病院にて 1ヵ月間実習をさせていた

だきました。

　毎朝カンファレンスから始まりま

す。もちろん全てドイツ語なのですが、

出てくる CT 画像や、病名などから先

生方のおっしゃっていることを推測し

ながら参加しました。

　その後、夕方まで自由にオペに参

加することができます。まず一般外科

では、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア（開

腹、ラパロ）、肝部分切除（ラパロ）、

胆嚢摘出（ラパロ）、結腸部分切除

（ラパロ、開腹）、胃腸吻合術（開

腹）、イレウス（ラパロ、開腹）、肛門

周囲膿瘍切開排膿、痔瘻摘出、甲

状腺摘出、壊疽組織除去、気管切

開、胸腺摘出（胸骨切開）、直腸固

定術（ラパロ）、小腸 - 肝バイパス術、

実 習 先：ドイツ　レバークーゼン総合病院

実 習 期 間：2015年4月13日～5月8日

指導教官名：Dr.Antonio Lelli

PIPAC、肛門再建、脂肪腫摘出など

多種多様なオペに参加しました。先

生方は色々な処置をさせてくださいま

す。また一般外科以外にも希望した

様々な科を見学することができまし

た。婦人科では乳がん切除、ラパロ

下子宮摘出術など、産科では帝王切

開、泌尿器科では精巣捻転症の整

復術、救急では外来、救急車の見

学、ICU では VAC 処置を見学しま

した。

　その他、Dr. Lelli による吻合法や

ERAS についてのレクチャーや、ケ

ルン大学の学生とともに小児外傷に

ついてのレクチャーを受けさせていた

だきました。レクチャーは英語で行わ

れます。また本学同様、こちらにもラ

パロの練習機械があり自由に練習

することができました。入院患者さん

への採血とドレーン抜去など簡単な

処置の一部はこちらの学生の任務と

なっているため、そのアシストもしまし

た。そして夕方に行われるその日のオ

ペ報告のカンファレンスに参加し、一

日が終了となります。

　この実習で、予想をはるかに上回

る数と種類のオペに参加することが

できました。先生方は本当に優しく、

ユーモアに富んだ方ばかりで、質問

にもとても丁寧に答えてくださいま

す。先生方は私たちの希望を最大限

かなえようとしてくださるため、私は積

極的な姿勢を常に心がけました。実

習が始まるまで本当に緊張していた

のですが、レバークーゼン総合病院

はそのような姿勢で臨みやすい環境

だったので、実習が始まるまでの極

度の緊張はすぐに解け、毎日実習を

心から楽しみ、様々なことを学びとて

も充実した実習となりました。

　また、現地の先生方もおっしゃって

いたことですが、外科はとくにチーム

ワークが求められます。レバークーゼ

ン総合病院一般外科は本当に最高

のチームでした。なによりそのチーム

を引っ張る Prof. Vestweber が医

師の鑑とも言うべき最高の医師でし

た。どれだけ忙しくても常に“人の命を

救う”という医師の最大任務から決し

てぶれない仕事への姿勢にまず感

銘を受けました。また、常に笑顔で誰

かを怒るといった姿は見たことがない

と全てのスタッフが口を揃えておっ

しゃっていました。これは良い意味で

are very precious to us. 

 We, medical students, live in a 

smaller world than other people, 

so it’s very important to know 

about the differences between 

Japan and other countries. This 

really inspired us and we could 

get more motivated to study.

 I will continue to gain more 

medical knowledge and English 

skill and  I’d like to research 

abroad as a doctor someday.

 We’d like to appreciate them as 

well as Prof. Tomoda, Prof. 

Kinoshita and Prof. Nakagawa 

who allowed us to attend this 

program, and Dr. Satoi who also 

took care of us before we left to 

Germany. 

Danke schon.

の余裕もしっかり兼ね備えていらっ

しゃるからこそのことだと思います。そ

して、彼の姿を毎日みる一般外科の

先生方は、彼を心から信頼し、尊敬

し、どれだけ忙しくても仕事を楽しみ、

彼についていくのです。その中で 1ヵ

月過ごさせていただけたことで、自分

の将来目指すべき医師像を明確に

し、自身のモチベーションをさらに高

めることができました。もっと自分の医

学的知識と英語力をしっかり身につ

けて、またいつか必ずもう一度留学し

たいと思います。

　最後になりましたが、このような最

高の環境でとても充実した 1ヵ月を

過ごすことができ、このような機会を

与えてくださった全ての方々に厚くお

礼申し上げます。

【Summary】

 I joined the clinical clerkship in 

Leverkusen. We could experience 

much more kinds of operations 

than we had expected and the 

doctors allowed us to do various 

procedures. Also we met very 

wonderful staffs. They always 

worked with smiles, never scold 

and they were all kind and witty. 

How they worked as doctors 

taught us many valuable things. 

Their general surgery team was 

the best.

 They tried to respond to any 

request. As we wanted to get as 

much as possible from our 

practice to bring back to Japan, 

we were always positive and 

enthusiastic.

 All of the experiences we gained 

Dr.Lelli、Dr.Kaldowskiと

Pro.Dr.Vestweber 宅にてBBQ 若手の一般外科の先生方と

Reports on the Overseas Clinical Training

Mizuki Nasu（6th year）
那須　瑞貴（6学年）
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2015年国外臨床実習成果報告会アンケート集計結果（抜粋）

1．今日発表された実習先でどこに行ってみたいですか？

アシーレマトンロトドーバーハアニルォフリカンゼークーバレ

人数 1282936445

順位
行ってみたい
実習先（国）

位順比体全数人
行ってみたい
実習先（国）

人数 全体比

1 イギリス 26 19.7% インド 1 0.8%
2 オーストラリア 15 11.4% トルコ 1 0.8%
3 アメリカ 9 6.8% ハンガリー 1 0.8%
4 フランス 6 4.5% フィリピン 1 0.8%

イタリア 5 3.8% フィンランド 1 0.8%
スイス 5 3.8% 東欧 1 0.8%
オーストリア 4 3.0% 北欧 1 0.8%
ドイツ 4 3.0% プーケット 1 0.8%
ロシア 4 3.0%

7 シンガポール 3 2.3%
カナダ 2 1.5% デューク大学 1 0.8%
キューバ 2 1.5%
スウェーデン 2 1.5%
タイ 2 1.5%
中国 2 1.5%
デンマーク 2 1.5%
ハーバード大学 2 1.5%
バーモント大学 2 1.5% どこでも良い 1 0.8%

22 16.7%

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？

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？

はい いいえ 無回答

人数 30 100 0

「はい」と答えた人の具体的勉強内容

数人習学主自数人習学主自

1 TOEIC 19 MESSでの活動 1
2 英会話 11 医学英語 1

TOEFL 3 英会話（臨床） 1

USMLE 3
英語WEBサイトを
訳さず読む 1

臨床英語 3 スカイプ英会話 1
ラジオ英語の
リスニング 1

複
数
回
答

少
数
回
答

・学生ひとりひとりに対してサポートが手厚くて良いと思う。

・臨床実習がはじまって勉強の必要性を実感している。

・可能であれば長期留学をできるシステムをつくって欲しい。

・グローバル化の今、英語は必ず必要になると思うので、一年の初めから、先輩の経験談を聞けてよかった。

・海外の医学教育水準に引けを取らないように、教授の方々が熱心に教えてくださってると思う。

・4月から臨床実習が始まり、重要性をとても感じた。また、日本では英語を話す機会が少なく、恥ずかしさも感じやすいので、大学でしっかり学び使
うことが大切だと個人的には考える。

3 4

・英語による医学教育は必要。（9）

・学ぶこと、勉強量が多い。（5）

・英語での会話をもっと増やすべき。（2）

・学ぶことが多いが、やりがいがある教育であると思う。（2）

・海外に比べて、臨床経験が幾らか少ないように思える。

・まだ１学年なので、正直なところよく分からない。ただ、少人数制の授業がもう少しあっても良いような気がする。

・日本でもメディカルスクールの方式を取り入れてほしい。

・医学英語学ぶことが多いが、その他の実践的な英語を学ぶ機会は少ない。

・早期から将来（医師になったとき）のことを見据えた体験ができていいと思う。

・他国の医療を知るためにも、海外研修を増やすべきだと思う。

・自分から積極的に行動することで、たくさん学べるところが良いと思う。

6

8

レバークーゼン
総合病院

医学が発展してい
る国ならどこでも

・いいと思う。満足・充実している。（21）

無回答

1 0.8%

9

1

1

・英語教育に重点を置いているのは素晴らしい。（12）

・1年生からシミュレーション実習や早期体験実習など医学教育に触れることができるので、モチベーションが上がる。（10）

バーモント

37

2．その他行ってみたい実習先（国）はありますか？

5

0.8%

0.8%

シンガポール、東南アジア
（ネパール、バングラティ
シュ）
などのうち、いわゆる途上
国の大学病院や市中病院

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？

他のそ⑤回1に年③回1に月②回1に週①

人数 0561

はい いいえ 無回答

人数 126 8 1

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？

④利用したことが無い

122

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）

複
数
回
答

少
数
回
答

・I want to study abroad.（20）

・I want to study English.（9）

・Thank you very much.（8）

・The speech is very interesting. And I hope I will study medical in foreign countries. I want to experience other countries' culture.

・After attending this presentation, my motivation of attending this program rise. Especially, Mr.Nishino presentation motivate me. Thank you. And
next year I want to attend this program.

・報告者の方々のプレゼンがとてもすばらしく、勉強になった。また、英語を使いこなしており、自分もそのようになりたいと思った。国による医療の違
いや、来院数の違いなどが明確に示されており、とてもわかりやすかった。

・予想していたよりも多くの事を経験できることが分かって、行きたい気持ちが大きくなった。

・I've been wanting to study abroad for a long time but I'm afraid of my English skill. But after hearing presentations, I realized just moving forward is
most important. I really like to go someday!

・I was impressed by every presentation. I thought I want to improve and acquire more English skills.

・Today I was able to listen to the conference about medication in foreign country. It was very interesting and I want to experience this curiculum
if I can.
・To all the staffs in school office & prof. Tomoda, Prof. Kinoshita.
I just feel sad that I'm going to graduate from this Univ. It was my pleasure to see you all and I was really happy to be able to enter this Univ.
Thank you, I could have unforgettable and precious experiences. In the future I hope I could contribute to you in some way..(someday).
Curricurums are now been changing and all of them seem to be exciting. I hope more and more students enjoy their curricurms and be a great
doctors. Sincerely.

・留学期間中に撮った写真の中ではどの方も笑顔で、非常に充実した留学生活を送っている様子が伝わってきて興味を引かれた。

・プレゼンをした先輩、みなさん英語が流暢で驚いた。私も海外研修したいと考えているので、英語の能力を上げたいと思う。

・とても面白くて、興味深い話をたくさん聞けて良かったが、せっかくの報告会なので試験の後にやってほしかった。

・様々な研修内容を聞いて、私も将来海外で研修したいと思った。同時にそのために苦手な英語を克服しなけれならない。

・今回の報告会で少し留学に興味が沸いた。もっと自分の英語力を高めていきたい。

・英語が苦手な私にとってもわかりやすいスピーチでとても良かった。

・In future, I want to work around the world. By listening today's presentations, I recognized that the most important thing at medical experience in
foreign country is socialibity. I don't have confidence to my English, but I don't have to worry about it. I think I should study hard to be able to go
this program.

・Thank you for great presentations. I am interested in heart disease so it looks nice to study in Malaysia.

・英語の発表では理解できないところもあったので、日本語でも聞けたらよかった。機会があれば是非行ってみたいと思う。

・研究者となる道も視野に入れているので、その場合に必要となる留学の経験についてしっかり聞くことができてよかった。1回生のうちにしっかりと
英語を使えるようになっておきたい。

・先輩方が皆、英語ですらすらとプレゼンしていて、すごいと思った。貴重な話を聞くことができて、うれしく思う。

・私も経験できるならしてみたいと思った。実習だけでも大変なのに生活面でも慣れるまでしんどいだろうと思った。

・非常に参考になった。自分も国外臨床実習に行ってみたいと思いました。勉強を頑張りたいです。

・I want to go to Duke university, so I will research like Mr. Nishino.

・Their presentation and English skill were very good.

・The operation in Germany looks like exciting. Very fluent English is cool.

・I'd like to go abroad like them because I believe I'll experience something that I can't undergo in Japan. "Don't be shy. Don't laugh off."This is
what professor Kinoshita always says. Therefore rely on him and I polish my medical skill in order to be behind foreign country students.

・社会性と自己のモチベーションが高ければ世界でもやっていけるのかなと感じた。でも、英語が出来ないと（聞き取りとトーク）やはり社会性は下が
るし、英語の勉強は必須だと感じた。6回生になったら海外研修に行ってみたいので英語を勉強しないといけないと思った。The senior students who
perform speech are nice and cool. In the future, I want to be a medical student like them. Thank you.

・自分にとって国外での臨床実習というのはまだ実感がなく、遠い存在のように思るが、国外に行くというだけで得られるものは大きいと思う。医学に
関してだけではなく、生きていくうえで大切な経験になるだろうと思った。

・It is my dream to attend the crinical clerkship overseas so it was good chance to hear experience studied in foreign countries.

・ドイツの病院報告のときにオペ室に窓があったのには驚いた。アメリカの病院の報告にあった翻訳の機械は日本でも導入されれば外国の患者さん
との意思疎通もよりスムーズに進むのではないかと思った。

・国外実習には元々あまり興味がなかったが、話を聞いている間に楽しそうだなと思ってきた。外国に行くためにはTOEICの点数が足りないのでまず
はそれを超えてみようと思った。
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2015年国外臨床実習成果報告会アンケート集計結果（抜粋）

1．今日発表された実習先でどこに行ってみたいですか？

アシーレマトンロトドーバーハアニルォフリカンゼークーバレ

人数 1282936445

順位
行ってみたい
実習先（国）

位順比体全数人
行ってみたい
実習先（国）

人数 全体比

1 イギリス 26 19.7% インド 1 0.8%
2 オーストラリア 15 11.4% トルコ 1 0.8%
3 アメリカ 9 6.8% ハンガリー 1 0.8%
4 フランス 6 4.5% フィリピン 1 0.8%

イタリア 5 3.8% フィンランド 1 0.8%
スイス 5 3.8% 東欧 1 0.8%
オーストリア 4 3.0% 北欧 1 0.8%
ドイツ 4 3.0% プーケット 1 0.8%
ロシア 4 3.0%

7 シンガポール 3 2.3%
カナダ 2 1.5% デューク大学 1 0.8%
キューバ 2 1.5%
スウェーデン 2 1.5%
タイ 2 1.5%
中国 2 1.5%
デンマーク 2 1.5%
ハーバード大学 2 1.5%
バーモント大学 2 1.5% どこでも良い 1 0.8%

22 16.7%

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？

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？

はい いいえ 無回答

人数 30 100 0

「はい」と答えた人の具体的勉強内容

数人習学主自数人習学主自

1 TOEIC 19 MESSでの活動 1
2 英会話 11 医学英語 1

TOEFL 3 英会話（臨床） 1

USMLE 3
英語WEBサイトを
訳さず読む 1

臨床英語 3 スカイプ英会話 1
ラジオ英語の
リスニング 1

複
数
回
答

少
数
回
答

・学生ひとりひとりに対してサポートが手厚くて良いと思う。

・臨床実習がはじまって勉強の必要性を実感している。

・可能であれば長期留学をできるシステムをつくって欲しい。

・グローバル化の今、英語は必ず必要になると思うので、一年の初めから、先輩の経験談を聞けてよかった。

・海外の医学教育水準に引けを取らないように、教授の方々が熱心に教えてくださってると思う。

・4月から臨床実習が始まり、重要性をとても感じた。また、日本では英語を話す機会が少なく、恥ずかしさも感じやすいので、大学でしっかり学び使
うことが大切だと個人的には考える。

3 4

・英語による医学教育は必要。（9）

・学ぶこと、勉強量が多い。（5）

・英語での会話をもっと増やすべき。（2）

・学ぶことが多いが、やりがいがある教育であると思う。（2）

・海外に比べて、臨床経験が幾らか少ないように思える。

・まだ１学年なので、正直なところよく分からない。ただ、少人数制の授業がもう少しあっても良いような気がする。

・日本でもメディカルスクールの方式を取り入れてほしい。

・医学英語学ぶことが多いが、その他の実践的な英語を学ぶ機会は少ない。

・早期から将来（医師になったとき）のことを見据えた体験ができていいと思う。

・他国の医療を知るためにも、海外研修を増やすべきだと思う。

・自分から積極的に行動することで、たくさん学べるところが良いと思う。

6

8

レバークーゼン
総合病院

医学が発展してい
る国ならどこでも

・いいと思う。満足・充実している。（21）

無回答

1 0.8%

9

1

1

・英語教育に重点を置いているのは素晴らしい。（12）

・1年生からシミュレーション実習や早期体験実習など医学教育に触れることができるので、モチベーションが上がる。（10）

バーモント

37

2．その他行ってみたい実習先（国）はありますか？

5

0.8%

0.8%

シンガポール、東南アジア
（ネパール、バングラティ
シュ）
などのうち、いわゆる途上
国の大学病院や市中病院

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？

他のそ⑤回1に年③回1に月②回1に週①

人数 0561

はい いいえ 無回答

人数 126 8 1

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？

④利用したことが無い
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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）

複
数
回
答

少
数
回
答

・I want to study abroad.（20）

・I want to study English.（9）

・Thank you very much.（8）

・The speech is very interesting. And I hope I will study medical in foreign countries. I want to experience other countries' culture.

・After attending this presentation, my motivation of attending this program rise. Especially, Mr.Nishino presentation motivate me. Thank you. And
next year I want to attend this program.

・報告者の方々のプレゼンがとてもすばらしく、勉強になった。また、英語を使いこなしており、自分もそのようになりたいと思った。国による医療の違
いや、来院数の違いなどが明確に示されており、とてもわかりやすかった。

・予想していたよりも多くの事を経験できることが分かって、行きたい気持ちが大きくなった。

・I've been wanting to study abroad for a long time but I'm afraid of my English skill. But after hearing presentations, I realized just moving forward is
most important. I really like to go someday!

・I was impressed by every presentation. I thought I want to improve and acquire more English skills.

・Today I was able to listen to the conference about medication in foreign country. It was very interesting and I want to experience this curiculum
if I can.
・To all the staffs in school office & prof. Tomoda, Prof. Kinoshita.
I just feel sad that I'm going to graduate from this Univ. It was my pleasure to see you all and I was really happy to be able to enter this Univ.
Thank you, I could have unforgettable and precious experiences. In the future I hope I could contribute to you in some way..(someday).
Curricurums are now been changing and all of them seem to be exciting. I hope more and more students enjoy their curricurms and be a great
doctors. Sincerely.

・留学期間中に撮った写真の中ではどの方も笑顔で、非常に充実した留学生活を送っている様子が伝わってきて興味を引かれた。

・プレゼンをした先輩、みなさん英語が流暢で驚いた。私も海外研修したいと考えているので、英語の能力を上げたいと思う。

・とても面白くて、興味深い話をたくさん聞けて良かったが、せっかくの報告会なので試験の後にやってほしかった。

・様々な研修内容を聞いて、私も将来海外で研修したいと思った。同時にそのために苦手な英語を克服しなけれならない。

・今回の報告会で少し留学に興味が沸いた。もっと自分の英語力を高めていきたい。

・英語が苦手な私にとってもわかりやすいスピーチでとても良かった。

・In future, I want to work around the world. By listening today's presentations, I recognized that the most important thing at medical experience in
foreign country is socialibity. I don't have confidence to my English, but I don't have to worry about it. I think I should study hard to be able to go
this program.

・Thank you for great presentations. I am interested in heart disease so it looks nice to study in Malaysia.

・英語の発表では理解できないところもあったので、日本語でも聞けたらよかった。機会があれば是非行ってみたいと思う。

・研究者となる道も視野に入れているので、その場合に必要となる留学の経験についてしっかり聞くことができてよかった。1回生のうちにしっかりと
英語を使えるようになっておきたい。

・先輩方が皆、英語ですらすらとプレゼンしていて、すごいと思った。貴重な話を聞くことができて、うれしく思う。

・私も経験できるならしてみたいと思った。実習だけでも大変なのに生活面でも慣れるまでしんどいだろうと思った。

・非常に参考になった。自分も国外臨床実習に行ってみたいと思いました。勉強を頑張りたいです。

・I want to go to Duke university, so I will research like Mr. Nishino.

・Their presentation and English skill were very good.

・The operation in Germany looks like exciting. Very fluent English is cool.

・I'd like to go abroad like them because I believe I'll experience something that I can't undergo in Japan. "Don't be shy. Don't laugh off."This is
what professor Kinoshita always says. Therefore rely on him and I polish my medical skill in order to be behind foreign country students.

・社会性と自己のモチベーションが高ければ世界でもやっていけるのかなと感じた。でも、英語が出来ないと（聞き取りとトーク）やはり社会性は下が
るし、英語の勉強は必須だと感じた。6回生になったら海外研修に行ってみたいので英語を勉強しないといけないと思った。The senior students who
perform speech are nice and cool. In the future, I want to be a medical student like them. Thank you.

・自分にとって国外での臨床実習というのはまだ実感がなく、遠い存在のように思るが、国外に行くというだけで得られるものは大きいと思う。医学に
関してだけではなく、生きていくうえで大切な経験になるだろうと思った。

・It is my dream to attend the crinical clerkship overseas so it was good chance to hear experience studied in foreign countries.

・ドイツの病院報告のときにオペ室に窓があったのには驚いた。アメリカの病院の報告にあった翻訳の機械は日本でも導入されれば外国の患者さん
との意思疎通もよりスムーズに進むのではないかと思った。

・国外実習には元々あまり興味がなかったが、話を聞いている間に楽しそうだなと思ってきた。外国に行くためにはTOEICの点数が足りないのでまず
はそれを超えてみようと思った。
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 I’m Pham Minh Vuong and in the 

first year of Ph.D. program in the 

Department of Medical Chemistry. 

I’m so proud of being one of six 

Vietnamese students in Kansai 

Medical University.

 I used to think of Japan as the 

second choice for my study 

abroad dream. However, just one 

week after staying in Japan, I 

knew that there was one of the 

serious mistakes in my mind 

because no sooner had I arrived 

than I hesitated. I also applied 

and got another chance to learn 

in other Japanese universities. 

However, finally, I decided to go 

to Kansai Medical University as 

the prior placement of the fate.

 It seems that the destiny always 

knows and brings us the most 

suitable thing. At the present, I 

think that going to the Kansai 

Medical University (KMU) is my 

right decision because in KMU, I 

have received many supports not 

only in learning but also in setting 

up new life from all staff of 

Center for International Exchange 

that helped me to integrate 

quickly into the new living 

environment in Japan. In particular, 

I realized that Center for 

International Exchange always 

finds and helps us enthusiastically 

to apply in other scholarships and 

ensure the quality of life for us. 

These are demands every 

overseas student like me needs 

when studying abroad.

 About the research, in Vietnam, I 

did research using stem cell 

therapy to treat diabetes disease 

that is becoming popular in 

Vietnam. In KMU, I have the 

chance to continue doing my 

research related to diabetes. 

Especially, I study on the effect 

of stem cell in the regeneration of 

damaged nerves that is one of 

the most serious complications of 

diabetes. Thus, it is certain that I 

will try my best in my learning 

with hope that I can contribute 

my energy to find the better 

treatment for this common 

disease. 

 In addition, I will be an ambassador 

to promote the co-operation 

between Japan and Vietnam in 

many different aspects especially 

in education and research. Also, I 

will encourage and introduce 

many opportunities learning in 

Japan to my students and my 

colleagues in Vietnam with the 

aim of strengthen the relationship 

of two countries.

 Finally, I hope that KMU will 

always support us to concentrate 

wholeheartedly in our study. 

 When I arrived in Japan, I could 

not speak Japanese language 

except ありがとう(arigatou) that 

means “thank you very much” and 

now I would like to say this again, 

again and again to Japan today 

as my special thanks. 

Voices from the International Students in KMU

Department of Medical Chemistry, Graduate Student 1st year,Vietnam
Pham Minh Vuong （ベトナム・医化学講座 大学院1学年）

留学生の声
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 Once, I never thought I would 

study abroad, but now I have 

already set my foot on this 

magical land. That is because not 

only Japan has the cutting-edge 

technology of medicine in Asia, 

but also it have so much amazing 

things attract me.

 I have been working as a plastic 

surgeon for 2 years in China. And 

now, I am a graduated student in 

the Department of Plastic and 

Reconstructive Surgery of KMU.

 Actually, I was a “mere” doctor 

with little research experience 

before I come here, so it is hard 

for me to start my own research 

in a short time in Japan. 

Fortunately, all the members of 

my department are easy going 

and kind enough. They try their 

best to help me if I need and the 

research facilities are “Excellent”. 

Now, I am learning and assisting 

other doctor’s research. Plastic 

Surgery is a subject about 

reconstruction and regeneration 

medicine. The main purpose of 

our work is to find out the 

therapies to recover the defects 

of appearance and function of 

human body.

 Life in Japan is delicious food, 

beautiful scenery, specific 

culture, fashion mixed with 

classic, fresh air, clean road, 

sunny beach, polite and friendly 

people, shopping, ceremony, USJ, 

animation and comics, and … 

MOTORCYCLE!!! Yes, I like 

motorcycle, hope can get the 

license one day and ride round 

the whole Japan. 

Voices from the International Students in KMU

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Graduate Student 1st year, China
来　方远 （中国・形成外科学講座 大学院1学年）
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 Hello everyone, I’m Ren Yihua. I 

came from Jiamusi City, 

Heilongjiang Province, China, a 

very cold town similar to Hokkaido. 

I came to Japan one year ago to 

learn more advanced medical 

technology and ideas. After I 

came here, I feel the etiquette of 

the Japanese people and love the 

food here, for example, small 

octopus balls, tempura. In my 

leisure time here, I went to some 

famous places like Amanohashidate 

and Universal Studios Japan.

 I will be here for four years to 

study. First arrived in Japan, 

because I can not speak 

Japanese, I was worried about my 

life and research, but many 

well-intentioned people helped 

me, now I have completely 

adapted to the life in Japan. My 

advising professor and the 

department members are friendly 

to me, and give me great help. I 

will continue to study hard, get a 

degree qualification as soon as 

possible.

 I like sports such as swimming, 

basketball and badminton. I hope 

to meet more friends who like 

sports and can move together.

Voices from the International Students in KMU

Department of Microbiology, Graduate Student 1st year, China
任　翊华（中国・微生物学講座・大学院1学年）
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 First I would like to express my 
special thanks to Kansai Medical 
University for accepting me as a 
postdoctoral fellow. I received my 
Ph.D. from Kobe University. 
Before coming to Japan it was 
my dream to visit Japan and do 
my higher studies here. Japan is 
a leading nation with excellent 
strength in the field of Science 
and technology. My dream came 
true in 2010 when I got selected 
through MEXT scholarship. I 
joined Kobe University in 2010 
as Ph.D. candidate. In the initial 
months it was difficult for me due 
to language barriers, but people 
here in Japan are so helping that 
I could learn many things and 
overcome this barrier. My Ph.D. 
was focused on metabolic 
analysis and genetic engineering 
of Cyanobacteria to produce 
various usefull compounds. 
 After graduating from Kobe 
University, in April 2014, I joined 
Kansai Medical University as a 
Post doc in the Department of 
Physiology under Prof. Masayoshi 
Okada. My research was focused 
on Screening of botanical 
samples to find blockers/openers 
for K+ channels by patch 
clamping and its pharmacological 
effects on cardiovascular and 
nervous system by behavior tests. 
After completing the project, I 
moved to Microbiology 

department and joined Prof. 
Jun-ichi Fujisawa team and 
started my research on HTLV 
virus. Human T-cell leukemia 
virus type I (HTLV-I), is a 
retrovirus of the human 
T-lymphotropic virus (HTLV) 
family that has been associated 
with several kinds of diseases 
including adult T-cell lymphoma 
(ATL), HTLV-I-associated 
myelopathy or tropical spastic 
paraparesis (HAM/TSP). 
Regardless of intensive 
chemotherapies, the prognosis of 
ATL patients has not so 
improved. With the most intensive 
chemotherapies, the median 
survival time of acute or 
lymphoma-type ATL was 
reported to be 13 months. 
However, over their lifetimes, only 
about 1‒5% of infected persons 
are thought to develop cancer as 
a result of the infection with 
HTLV-I. The genome of HTLV-1 
harbours a similar structure to 
other retroviruses with a long 
terminal repeat (LTR) at both 
ends and internal sequences 
such as the gag, pol and env 
genes. A characteristic of HTLV-I 
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 About my family, I got married in 
2012 and my husband joined me 
to Japan after our marriage. His 
support and guidance have 
helped me to achive my goals. 
We have a one year old baby girl. 
I delivered my baby at Kansai 
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Department of Microbiology, Research Fellow, India

Voices from the International Students in KMU

Joseph Ancy （インド・微生物学講座 特別研究員）
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 Hello, I am Xie Hai from China, 

36 years old. It is a great honor 

and pleasure to report my 

research content and life in 

Japan. 

 I appreciate Takeda Science 

Foundation and Kansai Medical 

University giving me an 

opportunity to be a visiting 

researcher and take the advanced 

study in Japan for one year. I am 

an anesthesiologist in China, 

associate professor of the 

Affiliated Hospital of Hainan 

Medical College with 11 years’ 

working experience. Now I have 

been here in anesthesia 

department of Hirakata hospital 

for about 8 months. 

 China is a developing country. 

With the development of econo 

my, more and more people 

become emphasize the importance 

of health. “painless hospital”,

“comfortable personalized 

healthcare” and “development of 

medical technique for treating 

surgical diseases”, more and 

more new and higher anesthesia 

technique and knowledge are 

required to meet the rapid 

development of our society. But 

the fact is a huge number of 

people still suffer from pain and 

even lose their lives during 

operations. Japan is one of the 

most developed countries in the 

aspect of surgery development 

and has the most advanced 

technology in anesthesia for 

surgery in the world. My original 

purpose is to take advanced 

study in basic research and clinic 

practice. But because of my lack 

of experience in basic research, 

almost all of my activity in 

advanced study is visiting clinic. I 

think that is also enough for me if 

I can grasp the technology of 

ultrasound guided nerve block 

and pain management during 

visiting clinic. Furthermore, I feel 

that the department is the right 

place for my advanced study, 

because Prof. Shingu and his 

teams, including Prof. Nagamoto, 

they usually give me help and 

make me great progress in 

ultrasound guided nerve block 

and pain management. Now, I 

focus on ultrasound guided nerve 

block, such as femoral nerve 

block, lateral femoral cutaneous 

nerve block, lumbar plexus nerve 

block, pectoral nerve block 

combined with serratus-intercostal 

plane block, saphenous nerve 

block, sciatic nerve block, 

shoulder injection, stellate 

ganglion nerve block, thoracic 

paravertebral block, and so on. I 

also follow prof. Nagamoto in his 

pain clinic and learn pain 

management. In future I want to 

work harder and get more 

knowledge to improve myself in 

this field.

 At the same time I also gain an 

insight into Japan's anesthesiology 

and regime on the spot, the 

differences between our two 

countries.

 I have a great time in Japan, the 

nice men and women, the 

delicious food, the Japanese 

lifestyle, I enjoy all of them. I 

usually travel with my roommate 

around Japan, such as Tokyo, 

Kyoto, Kobe, and some famous 

place in my spare time. I had a 

very happy time in the last two 

weeks as my wife and son came 

to Japan from China. We had a 

great time in Japan.

 I believe that I would make great 

progress in my specialized field 

and bring back some new 

technology from Japan to serve 

our local people in the future.

That’s all, thank you.

Voices from the International Students in KMU

Department of Anesthesiology, Researchey,China
謝　海（中国・麻酔科学講座 研究員）
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　昨年、私が所属している MESS 

(Medical English Speaking Society)

にて、IFMSA（The International 

Federation of Medical Students 

Associations, 国際医学生連盟）

の交換留学プログラムによる留学生

の受け入れを行いました（『関西医大 

国際交流（第 2 号）』参照）。そして

今夏、私が交換留学生としてフィン

ランドに約1ヵ月留学致しましたので、

報告させていただきます。

留学・実習内容

　まず、実習のスケジュールとしては

概ね以下の通りでした。

実習は 1 週間のうち月～金曜日の

5 日間で、毎朝午前 9 時半ごろから

病棟担当の医師は自身の担当患者

を回診するので、私はこの回診に同

伴し、聴診などの身体診察をさせて

いただきました。

　回診は、日本の教授回診とスタイ

ルが異なります。この病院での回診

の構成員は担当医（主治医）1 名と

看護師 1 名という基本最少ユニット

に、私のような留学生や医学生、時

に他の担当医や看護師が加わる程

度です。担当医は患者のカルテや

データが閲覧できる PC をカートに乗

せて各患者の病室を回りながら、患

者一人一人とおよそ 15 ～ 20 分程

度医療面接や身体診察を行います。

そして、検査データも参照しながら回

診時の所見や今後の治療方針をカ

ルテに記載して、次の患者のもとに

向かいます。

　回診が一通り終わると、昼食まで

の間に気管支鏡検査や胸水穿刺な

どの検査があれば、それを見学に行

きます。日によっては、回診に参加せ

ずに検査を見学しました。

　回診のスタイルでも分かるように、

少なくとも当病院の医師や医学生は

自律的で仕事や役割が独立してお

り、留学生の私に対しての姿勢も同

様だったので、自主的に考え行動す

る必要がありました。そのため、午後

は Supervisor と相談しながら、英

語を話せる入院患者がいれば彼らへ

の医療面接を行い、いない場合は検

査の見学や回診で診た患者や疾患

についての復習を行いました。一緒

フィンランド留学報告 に回っていた医学生にレクチャーし

ていただき、看護師が行う患者の静

脈ライン確保の代行・助手をしたこ

ともありました。

　医師たちは自身の仕事が終了す

れば早々に帰宅します。この病院全

体として、3 時～ 4 時にはほとんどの

医師が帰宅していました。私もそれに

合わせ、その時間帯に実習を終了し

ました。

　次に、フィンランドの医学部制度

について説明します。フィンランドに

は、全国で 5 つの都市に 1 つずつ

国立医学部があり、1 学年 105 ～

140 名の医学部生が所属していま

す。クオピオには、病院から道を挟ん

で西側に建てられている University 

of Eastern Finland に 医 学 部が

存在します。高校卒業後、入学試験

を受けて 6 年間の教育を受ける点で

は日本と同じですが、大きく異なる点

が 2 点あります。1 点目は、学費が無

料であること。国費のようで返済の必

要もありません。実習中にローテート

していた医学生によると、聴診器も

無料で支給されているとのことでし

た。2 点目は、臨床実習の期間と実

習における医学部生の権限の違い

です。最近、日本では、全国的に臨床

実習は期間が延長し、参加型実習

に変化しつつあるようですが、フィン

ランドでは、米国のように 3 回生から

臨床実習が始まります。そして 5 回

生になるとIntern（厳密にはtemporary 

official/substitute doctor）として

病院で各科を回ります。日本でいうと

ころの研修医のように、指導医の下

に属しながら病棟での診療や処方、

他科他院とのコンサルテーションを

行うことができます。それと並行して、

自由選択の少人数参加型のクラス

に参加し、卒業に必要な単位を修得

します。6 回生になると substitute 

doctor として healthcare center

（一次医療を行う医療施設）で働くこ

ともできます。卒業すると healthcare 

center で研修を行い、その後、それ

ぞれの専門へ進んでいきます。

感想

　昨年、米国の医療現場を見学す

る機会はありましたが（『関西医大 

国際交流（第 2 号）』を参照）、1 ヶ

月もの期間、海外の病院で実習を行

うのは今回が初めてでした。その中

で、日本との数々の違いを目の当たり

にしました。まず、病院内の雰囲気か

ら異なりました。フィンランドは日本と

ほぼ同じ国土面積に対して、人口は

わずか 540 万人しかおらず（福岡県

の人口とほぼ同数）、美しい森や湖

などの豊富な自然に囲まれた非常に

のどかな国です。そのためか、病院内

も全体的にとてもリラックスした雰囲

気で、特に制限なく自由に実習する

ことができました。先生が回診中、聴

診など身体診察されている時は、私

も遠慮なくさせていただけましたし、日

本では遠慮されるだろう結核などの

感染症の患者さんがいる病室への

入室や接触も可能でした（私が初め

て問診した患者さんは結核の患者さ

んでした）。その反面、最低限の指示

や感染対策などは教えて下さるもの

の、先生がすべて面倒みて下さるわ

けではないので、自主性・自律性が

重んじられました。私にとっては、自分

で考え、自分のその時の状況やニー

ズに合わせた行動を取る方が性に

合っているので、非常に有意義な時

間を過ごすことができたと思います。

　そして、これはどちらかと言うと、文

化の違いが起因しているのかもしれ

ませんが、職種を問わずコミュニケー

ションが活発でした。また、そういう余

裕があるように感じられました。例え

ば、私が病棟に向かう朝 9 時前後に

は、医師と看護師が病棟にあるダイ

ニングルームでコーヒーや軽食を取り

ながら一緒になって談笑していまし

た。それが一段落ついてから皆各自

の仕事に取り掛かります、日本と異な

り、病棟と先生のオフィス（日本の医

局のような大部屋でなく個室か 2 ～

3 人用の小部屋）やカンファレンス

ルームが同じフロアになり、医師や看

護師など職種ごとに環境が峻別され

ている雰囲気は全くありませんでし

た。

　もちろん仕事の役割は各々異なり

ますが、合間で学生や他職種の方々

を含めよく談笑している様子を見か

けました。そのほかにも、病棟の規模

素敵なサマーコテージに招待してくださった Dr. Jukka と
(I was invited to Dr, Jukka's summer cottage )

他国からの留学生と(with other exchange students)

が小さいこと（Respiratory medicine

で 22 床）や入院期間の短さ（長くて

も 1 週間程度）など、日本の医療現

場とは異なる点を多く目の当たりにし

ました。

　すでに日本に帰国し病院実習が

再開していますが、今回の留学は自

分自身の価値観を変えるぐらい非常

に大きな影響を与えたと感じている

今日この頃です。

　まず、言語面・コミュニケーション

面においてです。1ヵ月フィンランドで、

院内外問わず現地の方とは英語で

コミュニケーションを取っていました。

今までは、日常的なコミュニケーショ

ンができる程度の英語の運用能力

はありましたが、心理的なハードルを

感じて、積極的かつ豊富に話すこと

は不得手でした。しかし、1ヵ月を通して

英語を臆せず話せるようになったこと

が一番の進歩だと感じています。日

本で、観光客や留学生から話しかけ

られても戸惑わず、適切な対応をでき

るようになりました。こちらから話しか

けることも厭わなくなり、メールなどの

応酬も円滑になるなど、英語を使うこ

との楽しさを自覚しています。

　最終週には、先生方の前で 30

分にわたり日本と医療に関するプレ

ゼンテーションをさせていただきまし

た。これほどの長時間の英語プレゼ

ンは初めてでしたが、無事に成功で

きたことも自信につながりました。同

時に、日本人としてのアイデンティ

ティー、母国について客観的に考え

る時間にもなりました。

　次に、実習における態度面です。

実習でも、先生方とお話しする時や

集団の場で臆することが減じたように

感じます。また、問診や手技など主体

性が求められる行動に対する積極性

が高まり、前向きになりました。1ヵ月を

通して、欧米式のコミュニケーション

を取り続けてきたこと、日々の問診・

聴診を経験させていただいたことが

影響を与えたのだと考えています。

　私は将来、日本で臨床医として働

くつもりではありますが、留学や世界

的な学会へ積極的に参加できるよう

な国際的に通用する医師になること

を目標に、これまで大学生活を送って

きました。今回の留学は、その目標に

向けた具体的な指針や必要な行動

を把握する上で、大きな影響を与える

ものであったことを強く感じています。

今回の留学をモチベーションとし、国

試に向けた勉強や日々の実習は勿

論のこと、英語力や国際人として必

要な素養を身につけるために、今後

ますます励んでいきたいと考えており

ます。

　最後になりますが、留学最終週に

社会医学実習の発表とクリニカル・

クラークシップ中間報告会があった

にも関わらず、留学の許可を与えて

下さいました公衆衛生学講座の西

山教授、教務部長の野村教授、そし

て MESS 顧問である木下洋教授、

種々の手続きでお世話になった学務

課の皆様に御礼申し上げます。

留学プログラム運営団体：IFMSAおよびFiMSIC (Finnish Medical Students’International Committee)

実 習 期 間：2015年7月26日～8月23日

国 ・ 都 市：フィンランド・クオピオ

施設・診療科：Kuopio University Hospital, Respiratory Medicine

指導教官名（Supervisor）：Dr. Riitta-Liisa Patovirta

言 　 　 語：フィンランド語、英語（多くの方が英語でコミュニケーションが取れました。）

KMU Students Study Abroad Reports

在学生の留学報告

Mao Fujioka（5th year）
藤 岡  真 央（5学年）
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様だったので、自主的に考え行動す

る必要がありました。そのため、午後

は Supervisor と相談しながら、英

語を話せる入院患者がいれば彼らへ

の医療面接を行い、いない場合は検
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【Summary】
<General information>
Organizations: IFMSA and 
FiMSIC
Duration: 26/7-23/8/2015
City and country: Kuopio, Finland
Hospital and department: Kuopio 
University Hospital, respiratory 
medicine
Supervisor: Dr. Riitta-Liisa 
Patovirta
Language: Finnish and English

 I went to Finland to do clinical 
clerkship in the department of 
respiratory medicine in Kuopio 
University Hospital for a month 
by an exchange program of 
IFMSA. 
 The experience was so precious 
and exciting for me to change my 
values and way of thinking. The 
life in Finland was so comfortable 
and I found many differences 
between Finland and Japan. For 
example, Finnish medical 
students in a hospital had 
responsibilities to practice 
medicine like the U.S. . 
Compared with the education 
system in Finland, how incompetent
we Japanese medical student are 
in clinical practice. Through a 
month, I got more confidence to 
communicate in English. Also, I 
probably got to be more active for 
medical practice during the 
clinical clerkship now. This 
experience will motivate me to 
become a doctor who is 
acceptable by international 
standards. At last, I would like to 
express my gratitude to Prof. 
Nishiyama, Prof. Nomura and 
Prof. Kinoshita.

に回っていた医学生にレクチャーし

ていただき、看護師が行う患者の静

脈ライン確保の代行・助手をしたこ

ともありました。

　医師たちは自身の仕事が終了す

れば早々に帰宅します。この病院全

体として、3 時～ 4 時にはほとんどの

医師が帰宅していました。私もそれに

合わせ、その時間帯に実習を終了し

ました。

　次に、フィンランドの医学部制度

について説明します。フィンランドに

は、全国で 5 つの都市に 1 つずつ

国立医学部があり、1 学年 105 ～

140 名の医学部生が所属していま

す。クオピオには、病院から道を挟ん

で西側に建てられている University 

of Eastern Finland に 医 学 部が

存在します。高校卒業後、入学試験

を受けて 6 年間の教育を受ける点で

は日本と同じですが、大きく異なる点

が 2 点あります。1 点目は、学費が無

料であること。国費のようで返済の必

要もありません。実習中にローテート

していた医学生によると、聴診器も

無料で支給されているとのことでし

た。2 点目は、臨床実習の期間と実

習における医学部生の権限の違い

です。最近、日本では、全国的に臨床

実習は期間が延長し、参加型実習

に変化しつつあるようですが、フィン

ランドでは、米国のように 3 回生から

臨床実習が始まります。そして 5 回

生になるとIntern（厳密にはtemporary 

official/substitute doctor）として

病院で各科を回ります。日本でいうと

ころの研修医のように、指導医の下

に属しながら病棟での診療や処方、

他科他院とのコンサルテーションを

行うことができます。それと並行して、

自由選択の少人数参加型のクラス

に参加し、卒業に必要な単位を修得

します。6 回生になると substitute 

doctor として healthcare center

（一次医療を行う医療施設）で働くこ

ともできます。卒業すると healthcare 

center で研修を行い、その後、それ

ぞれの専門へ進んでいきます。

感想

　昨年、米国の医療現場を見学す

る機会はありましたが（『関西医大 

国際交流（第 2 号）』を参照）、1 ヶ

月もの期間、海外の病院で実習を行

うのは今回が初めてでした。その中

で、日本との数々の違いを目の当たり

にしました。まず、病院内の雰囲気か

ら異なりました。フィンランドは日本と

ほぼ同じ国土面積に対して、人口は

わずか 540 万人しかおらず（福岡県

の人口とほぼ同数）、美しい森や湖

などの豊富な自然に囲まれた非常に

のどかな国です。そのためか、病院内

も全体的にとてもリラックスした雰囲

気で、特に制限なく自由に実習する

ことができました。先生が回診中、聴

診など身体診察されている時は、私

も遠慮なくさせていただけましたし、日

本では遠慮されるだろう結核などの

感染症の患者さんがいる病室への

入室や接触も可能でした（私が初め

て問診した患者さんは結核の患者さ

んでした）。その反面、最低限の指示

や感染対策などは教えて下さるもの

の、先生がすべて面倒みて下さるわ

けではないので、自主性・自律性が

重んじられました。私にとっては、自分

で考え、自分のその時の状況やニー

ズに合わせた行動を取る方が性に

合っているので、非常に有意義な時

間を過ごすことができたと思います。

　そして、これはどちらかと言うと、文

化の違いが起因しているのかもしれ

ませんが、職種を問わずコミュニケー

ションが活発でした。また、そういう余

裕があるように感じられました。例え

ば、私が病棟に向かう朝 9 時前後に

は、医師と看護師が病棟にあるダイ

ニングルームでコーヒーや軽食を取り

ながら一緒になって談笑していまし

た。それが一段落ついてから皆各自

の仕事に取り掛かります、日本と異な

り、病棟と先生のオフィス（日本の医

局のような大部屋でなく個室か 2 ～

3 人用の小部屋）やカンファレンス

ルームが同じフロアになり、医師や看

護師など職種ごとに環境が峻別され

ている雰囲気は全くありませんでし

た。

　もちろん仕事の役割は各々異なり

ますが、合間で学生や他職種の方々

を含めよく談笑している様子を見か

けました。そのほかにも、病棟の規模
実習最終日にお世話になった先生方と

（左、Dr. Anne 右、Dr. Riitta-Liisa）（my tutors (L, Dr. Anne R, Dr. Riitta-Liisa)）

が小さいこと（Respiratory medicine

で 22 床）や入院期間の短さ（長くて

も 1 週間程度）など、日本の医療現

場とは異なる点を多く目の当たりにし

ました。

　すでに日本に帰国し病院実習が

再開していますが、今回の留学は自

分自身の価値観を変えるぐらい非常

に大きな影響を与えたと感じている

今日この頃です。

　まず、言語面・コミュニケーション

面においてです。1ヵ月フィンランドで、

院内外問わず現地の方とは英語で

コミュニケーションを取っていました。

今までは、日常的なコミュニケーショ

ンができる程度の英語の運用能力

はありましたが、心理的なハードルを

感じて、積極的かつ豊富に話すこと

は不得手でした。しかし、1ヵ月を通して

英語を臆せず話せるようになったこと

が一番の進歩だと感じています。日

本で、観光客や留学生から話しかけ

られても戸惑わず、適切な対応をでき

るようになりました。こちらから話しか

けることも厭わなくなり、メールなどの

応酬も円滑になるなど、英語を使うこ

との楽しさを自覚しています。

　最終週には、先生方の前で 30

分にわたり日本と医療に関するプレ

ゼンテーションをさせていただきまし

た。これほどの長時間の英語プレゼ

ンは初めてでしたが、無事に成功で

きたことも自信につながりました。同

時に、日本人としてのアイデンティ

ティー、母国について客観的に考え

る時間にもなりました。

　次に、実習における態度面です。

実習でも、先生方とお話しする時や

集団の場で臆することが減じたように

感じます。また、問診や手技など主体

性が求められる行動に対する積極性

が高まり、前向きになりました。1ヵ月を

通して、欧米式のコミュニケーション

を取り続けてきたこと、日々の問診・

聴診を経験させていただいたことが

影響を与えたのだと考えています。

　私は将来、日本で臨床医として働

くつもりではありますが、留学や世界

的な学会へ積極的に参加できるよう

な国際的に通用する医師になること

を目標に、これまで大学生活を送って

きました。今回の留学は、その目標に

向けた具体的な指針や必要な行動

を把握する上で、大きな影響を与える

ものであったことを強く感じています。

今回の留学をモチベーションとし、国

試に向けた勉強や日々の実習は勿

論のこと、英語力や国際人として必

要な素養を身につけるために、今後

ますます励んでいきたいと考えており

ます。

　最後になりますが、留学最終週に

社会医学実習の発表とクリニカル・

クラークシップ中間報告会があった

にも関わらず、留学の許可を与えて

下さいました公衆衛生学講座の西

山教授、教務部長の野村教授、そし

て MESS 顧問である木下洋教授、

種々の手続きでお世話になった学務

課の皆様に御礼申し上げます。
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　昨年、私が所属している MESS 

(Medical English Speaking Society)

にて、IFMSA（The International 

Federation of Medical Students 

Associations, 国際医学生連盟）
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国際交流（第 2 号）』参照）。そして

今夏、私が交換留学生としてフィン

ランドに約1ヵ月留学致しましたので、
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ルが異なります。この病院での回診
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doctor として healthcare center
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　2015 年 3 月 17 日より3 月 27

日までの約 2 週間、オーストリアのイ

ンスブルック医科大学附属病院脳

神経外科にて臨床実習を行いました

ので報告させていただきます。

　インスブルック医科大学附属病院

はチロル地方一帯を担う基幹病院で

あり、ベッド数は約 1500 床、年間

患者受け入れ数は約 5 万人と大変

規模の大きい病院であります。また、

インスブルックは 1976 年冬季オリ

ンピックが開催された場所でもあり、

ウィンタースポーツの盛んな町である

ため休暇で来た観光客も患者として

運び込まれることが少なくないそうで

す。インスブルック医科大学附属病

院脳神経外科では主に脊髄病変を

扱っており、ほとんどの症例がヘルニ

アや腰部脊柱管狭窄症などの整形

外科領域の疾患でした。ちなみに整

形外科では主に骨折などの外傷を

扱っているそうです。

　脳神経外科の朝は 7:30 のカン

ファレンスから始まり、その後チーム

に分かれて手術室または ICU に入

ります。手術室は全部で 60 室あり、

その中で脳外科は 3 室を使用して

おり、一日平均 10 件の手術を執り

行います。手術室の様子は日本とさ

ほど違いは見受けられませんでした

が、大きく異なっていたのはドアを開

ける際に扉横のゴムでできた棒を押

すことと、麻酔科医は手術室横に隣

接された個室で麻酔を行ってから手

術室に患者を搬入することでした。

手術の後遺症による神経断裂の修

復術では、海外から技術者を呼び、

協力しながら手術を行っていました。

病棟の実習で興味深かったのは、複

数のベッドがある病室において、ガラ

ス張りの簡易ナースステーションのよ

うなものがあり、患者の変化を見逃さ

ないようにし、すぐに駆けつけられる

ようにする工夫がなされていたことで

す。もちろん、病棟入り口付近にも

ナースステーションはありましたがそ

れほど部屋は広くなく、各々が病棟各

所に散らばっている様子が日本と大

きく違っていたためとても印象的でし

た。一方で学生の意識は非常に高

く、超音波の機械を病院より譲り受

けて学生同士で自主的に実践を交

えつつ勉強していました。他にも、自

学自習のため長期休暇中にボラン

ティアとして救急で静脈穿刺をはじ

めとした医療行為を行っている学生

もいました。現地の学生によると「日

本と違って先生方はあまり積極的に

教えてくれないので、自分たちでやる

しかないからこうしているまでだ」とい

うことだそうです。（実習でお世話に

なった先生方は大変優しく丁寧にご

指導頂き、私はそう感じなかったので

すが…）

　先生方はとても朗らかで、忙しいス

ケジュールの合間においても常に笑

顔を忘れず、互いに立場の隔たりを

感じさせないような良好な関係を築

いていたように見受けられます。また

そのためか脳神経外科で女性医師

は半数を占めており、それぞれが精力

的に働かれていたのが非常に印象

的で、私たちも見習わなければならな

いなと強く感じさせられました。最後

に、実習の際ご多忙の中お世話して

くださったOrtler 先生、Freyschlag

先生、今回の臨床実習に向けて背

中を押していただき、様々なサポート

をしてくださった友田幸一学長、木下

洋教授に厚く御礼申し上げます。

オーストリア留学報告 【Summary】
 In the middle of March 2015, I 
went to Innsbruck University 
Hospital in Austria for about two 
weeks to have a practice. 
Innsbruck University Hospital is a 
basal hospital around the Tirol 
region and the hospital has 
approximately 1500 beds and it 
accepts about 50,000 patients 
annually. On the other hand, 
Innsbruck is really famous place 
for winter sports, therefore many 
tourist injured from accidents 
caused by acrobatic sports are 
department mainly treats 
operations related to the spinal 
cord and brain. It was surprising 
to me because our neurosurgery 
department rarely treat the spinal 
cord.
The Doctors in neurosurgery in 
Innsbruck University Hospital 
start to work from meeting on 
7:30 a.m. every day. They are 
usually divided into 3 groups and 
go to their operation rooms. The 
others go to the ICU to see a 
condition of the patients. The 
total number of the operation 
rooms is 60 and neurosurgery 
department occupies 3 operation 
rooms. Usually, they perform 
about 10 operations in a day. 
Many foreign doctors and 
engineers are coming to observe 
or cooperate on each operation. 
On the other hand, I had a 
chance to see the students in 
Innsbruck Medical University and 
noticed that they all have great 
motivation. For instance, they got 
their own ultrasound machine to 

study by themselves to teach 
each other. They said to me that 
their doctors are not aggressive 
for students’ education, so they 
“have to” study by themselves 
although I haven’t felt so at least 
in the hospital.
Finally, I would like to show my 
gratitude to Prof. Martin Ortler 
and Dr. Christian F Freyschlag 
who took care of me really kindly 
in Innsbruck University Hospital. 
Also, I am very thankful Prof. 
Tomoda and Prof. Kinoshita who 
gave me lots of advices while I 
have stayed in Innsbruck.

朝のカンファレンスの様子

脳外科の Ortler 先生、Freyschlag 先生と
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カーが 4 種類あり、それらを用いて電

気泳動を行い、遺伝子的に分類し

た。確認のため、イエカも同様の操作

を行い、分類した。その結果、イエカ

の DNA からはデングウイルスを検出

することはできず、野生のヤブカの

DNA からもデングウイルスは検出さ

れなかった。一方で、ボウフラから孵

化させたヤブカの DNA からはデング

ウイルスを検出することができた。

　もう一つの研究は、淡水魚から肝

吸虫のメタセルカリアを検出する研

究である。淡水魚はラオス郊外の村

の市場で手に入れた。村の市場まで

は車で 2、3 時間ほどかかり、衛生環

境の悪い市場であった。近くの湖で

収穫した様々な淡水魚が市場には

並んでいた。そこで 4 種類の淡水魚

を購入した。それらの淡水魚を人間の

消化器と同様の処理をするために、

ミキサーで粉々にし、37℃で塩酸処

理を行った。それを顕微鏡で観察し、

メタセルカリアを探した。その結果、4

種類のうち、ある 1 種の淡水魚の体

内でタイ肝吸虫のメタセルカリアを発

見した。そのメタセルカリアは塩酸処

理などをしていたにも拘らず、顕微鏡

で観察すると、動きがあり、生存して

いることがわかった。メタセルカリアも

蚊のときと同様に RNA を抽出し、

　私はラオスへ行き、デング熱と肝

吸虫を調査した。その目的は、東南ア

ジアの中で特にラオスで流行してい

る感染症の代表であるデング熱と肝

吸虫症についての発症原因や発症

メカニズムを知るためにこの研究を

行った。

　一つ目の研究はデング熱について

の研究である。ラオスの首都ヴィエン

チャンに行き、そこのホテルの庭で蚊

を採取した。蚊は白と黒のコントラス

ト、人間の汗や二酸化炭素に寄りつ

くことが出発前の調べによりわかって

いた。それらのことを用いて、蚊を採

取した。他にも、デング熱を発症する

原因となるデングウイルスはヤブカが

保有しているということも調査し、現

地での実習を試みた。初日、二日目に

採取した蚊はイエカがほとんどで、ヤ

ブカは 5 匹しか採取できていなかっ

た。そのため、引率のラオス人の方の

家で蚊を採取してもらった。そこでは

ヤブカを採取することができた。ほか

にボウフラから孵化させたヤブカも採

取した。蚊の RNA はメスで採取する

ことが望ましいので、まず雌雄の分類

を行った。ヤブカの RNA を専用の

キットで抽出し、逆転写によりcDNA

を合成した。それを PCR により増幅

させ、デングウイルスの特定のマー

PCR で増幅させ、電気泳動を行っ

た。この研究により淡水魚を生食す

るラオス人はタイ肝吸虫症に感染し

ている可能性が高いことが明らかに

なった。しかし、今回研究で扱った淡

水魚は少なかったため、どの種で肝

吸虫を保有しているのか、偶然研究

に用いた個体にのみ存在していたの

か、どのような経緯で淡水魚体内に

入り込んだのかなど、今回の研究で

は未解決の部分が多い。今後、これ

らのことを研究していきたい。

【Summary】

 We have researched dengue 

fever and Opisthorchis viverrini in 

Vientiane. One, dengue fever is 

prevalent in Southeast Asia. 

Dengue fever is caused by 

dengue virus. Aedes have dengue 

virus, so we tried to catch them. 

However, it is difficult for us to 

catch them. On the first day, we 

couldn’t catch them. Therefore, 

we caught Aedes hatching 

wiggler. We researched their 

cDNA which amplified by PCR. In 

result, they had dengue virus.

 Another, we researched 

Opisthorchis viverrini. They live 

in freshwater fish in Southeast 

As ia .  We researched 

metacercar ia  from freshwater 

fish. Similarly, we took out RNA, 

so we amplified by PCR. In result, 

the metacercaria is Opisthorchis 

viverrini.イエカの雌雄の分類 淡水魚内から検出されたメタセルカリア

Kojiro Tsurukawa（4th year）
鶴 川  晃 二 郎（4学年）

A から E の試料からメタセルカリアの
取得を試みたが、B からのみメタセルカ
リアが検出された。
　さらに、試料 B のメタセルカリアを大
きさで分取し、それぞれ大きいサンプル
からBM-L、BM-M、BM-Sとした。
　この 3 つのメタセルカリア各２個か
ら DNA を抽出し、オートシーケンサー
により塩基配列を決定し、BLAST を
用いて同定した。
その結果 BM-L は 82％で
Opisthorchis noverca
BM-M、BM-S は両方共 99％以上で
Haplorchis taichui( 図 2) と高い相
同性を示した。
 

［考察］
　B と C は同種の魚であったにもかか
わらず、B からのみメタセルカリアが検
出された。
　これは B が C に比べて体長が大き
いことから生存期間が長いことが考え
られ、セルカリアに寄生される機会が多
いことが考えられる。
　メタセルカリアを大きさで 3 種類に
分類し、シークエンスを調べた結果、複
数のメタセルカリアが寄生していた。こ
のことから一種の魚にメタセルカリアが
二種以上存在することが示唆された。
　今回調査した匹数が少なかったた
め、B 以外の試料でメタセルカリア検
出されなかったと考えられる。そのため、
これらの魚を摂食する際には生食を避
けるべきであろう。

［感想］
　これまでの講義における実験などで
は味わえない様々な苦労 ( スメア等 )を
たくさん体験でき、とても有意義でした。
　また、海外に観光目的以外で出かけ

[ 目的 ]
　ラオスには淡水魚を生食する習慣
があり、タイ肝吸虫などの寄生虫疾患
が社会問題となっている。
第二中間宿主となる魚を調べること
で、それに寄生するメタセルカリアの存
在の有無を調査することを目的とした。

［方法］
　ラオスのナムグムダムで購入した養
殖の魚 (A、B)、ドンマーカイ市場で購
入した魚 (C、D、E)を調査した。
( 図 1)
　BとC は同種である。
E は写真右の魚をミンチ状にした試料
である。
　人工胃液として、ペプシン 12g を
36％塩酸 8ml に加え、水で 2リットル
にメスアップした溶液を調製した。E 以
外のそれぞれの試料をナイフで細かく
刻み、ミキサーにかけ、調整した人工胃
液に 37 度で 2 時間以上浸漬させ、メ
タセルカリア以外を酵素分解した。
　その後、分取したメタセルカリアの
DNAを抽出し、ミトコンドリアチトクロー
ムオキシダーゼ（mt Co1）領 域を
PCR により増幅した。増幅されたシー
クエンスを調べるために、オートシーケ
ンサーにかけて、このメタセルカリアの
同定を試みた。

［結果］
今回実験に用いた魚は
A スズキ目カワスズメ科 Nile tilapia
B コイ目コイ科 Hypsibarbus lagleri
C コイ目コイ科 Hypsibarbus lagleri
D コイ目コイ科ダニオ亜科
   Rasbora myersi
E アロワナ目ナギナタナマズ科
   Clown featherback
であると考えられた。

ること自体あまり体験がなかったので、
これからも機会があれば積極的に参加
していきたいと思います。

【Summary】
 Haplorchis taichui and 
Opisthorchis noverca were 
detected from the Sample B.
 This result says that Hypsibarbus 
lagleri has some types of 
metacercariae.
On the other hand, we couldn’t 
detect metacercariae from the 
samples other than B.
 However there is a possibility 
that we can detect metacercariae 
from these samples in other 
seasons so we should avoid 
eating raw fish in Southeast Asia.

3学年配属実習（ラオス）

図 1. 実験に用いた試料 A B C D E 

図 2.BM-M のシークエンス結果

BM-L、BM-M、BM-S の各シーケンスデータ

メタセルカリアの
種類 

同定されたメタセルカリア
の種類 

相同性 

BM-L

BM-M

BM-S

82%

99%

99%

Opisthorchis noverca

Haplorchis taichui

Haplorchis taichui

C A B

D E

A Report on the 3rd Year Dispatch Training In Laos

Kenji Amano（4th year）
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理を行った。それを顕微鏡で観察し、
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内でタイ肝吸虫のメタセルカリアを発
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【Summary】

 We have researched dengue 

fever and Opisthorchis viverrini in 

Vientiane. One, dengue fever is 

prevalent in Southeast Asia. 

Dengue fever is caused by 

dengue virus. Aedes have dengue 

virus, so we tried to catch them. 

However, it is difficult for us to 

catch them. On the first day, we 

couldn’t catch them. Therefore, 

we caught Aedes hatching 

wiggler. We researched their 

cDNA which amplified by PCR. In 

result, they had dengue virus.

 Another, we researched 

Opisthorchis viverrini. They live 

in freshwater fish in Southeast 

As ia .  We researched 

metacercar ia  from freshwater 

fish. Similarly, we took out RNA, 

so we amplified by PCR. In result, 

the metacercaria is Opisthorchis 

viverrini.イエカの雌雄の分類 淡水魚内から検出されたメタセルカリア

Kojiro Tsurukawa（4th year）
鶴 川  晃 二 郎（4学年）

A から E の試料からメタセルカリアの
取得を試みたが、B からのみメタセルカ
リアが検出された。
　さらに、試料 B のメタセルカリアを大
きさで分取し、それぞれ大きいサンプル
からBM-L、BM-M、BM-Sとした。
　この 3 つのメタセルカリア各２個か
ら DNA を抽出し、オートシーケンサー
により塩基配列を決定し、BLAST を
用いて同定した。
その結果 BM-L は 82％で
Opisthorchis noverca
BM-M、BM-S は両方共 99％以上で
Haplorchis taichui( 図 2) と高い相
同性を示した。
 

［考察］
　B と C は同種の魚であったにもかか
わらず、B からのみメタセルカリアが検
出された。
　これは B が C に比べて体長が大き
いことから生存期間が長いことが考え
られ、セルカリアに寄生される機会が多
いことが考えられる。
　メタセルカリアを大きさで 3 種類に
分類し、シークエンスを調べた結果、複
数のメタセルカリアが寄生していた。こ
のことから一種の魚にメタセルカリアが
二種以上存在することが示唆された。
　今回調査した匹数が少なかったた
め、B 以外の試料でメタセルカリア検
出されなかったと考えられる。そのため、
これらの魚を摂食する際には生食を避
けるべきであろう。

［感想］
　これまでの講義における実験などで
は味わえない様々な苦労 ( スメア等 )を
たくさん体験でき、とても有意義でした。
　また、海外に観光目的以外で出かけ

[ 目的 ]
　ラオスには淡水魚を生食する習慣
があり、タイ肝吸虫などの寄生虫疾患
が社会問題となっている。
第二中間宿主となる魚を調べること
で、それに寄生するメタセルカリアの存
在の有無を調査することを目的とした。

［方法］
　ラオスのナムグムダムで購入した養
殖の魚 (A、B)、ドンマーカイ市場で購
入した魚 (C、D、E)を調査した。
( 図 1)
　BとC は同種である。
E は写真右の魚をミンチ状にした試料
である。
　人工胃液として、ペプシン 12g を
36％塩酸 8ml に加え、水で 2リットル
にメスアップした溶液を調製した。E 以
外のそれぞれの試料をナイフで細かく
刻み、ミキサーにかけ、調整した人工胃
液に 37 度で 2 時間以上浸漬させ、メ
タセルカリア以外を酵素分解した。
　その後、分取したメタセルカリアの
DNAを抽出し、ミトコンドリアチトクロー
ムオキシダーゼ（mt Co1）領 域を
PCR により増幅した。増幅されたシー
クエンスを調べるために、オートシーケ
ンサーにかけて、このメタセルカリアの
同定を試みた。

［結果］
今回実験に用いた魚は
A スズキ目カワスズメ科 Nile tilapia
B コイ目コイ科 Hypsibarbus lagleri
C コイ目コイ科 Hypsibarbus lagleri
D コイ目コイ科ダニオ亜科
   Rasbora myersi
E アロワナ目ナギナタナマズ科
   Clown featherback
であると考えられた。

ること自体あまり体験がなかったので、
これからも機会があれば積極的に参加
していきたいと思います。

【Summary】
 Haplorchis taichui and 
Opisthorchis noverca were 
detected from the Sample B.
 This result says that Hypsibarbus 
lagleri has some types of 
metacercariae.
On the other hand, we couldn’t 
detect metacercariae from the 
samples other than B.
 However there is a possibility 
that we can detect metacercariae 
from these samples in other 
seasons so we should avoid 
eating raw fish in Southeast Asia.

3学年配属実習（ラオス）

図 1. 実験に用いた試料 A B C D E 

図 2.BM-M のシークエンス結果

BM-L、BM-M、BM-S の各シーケンスデータ

メタセルカリアの
種類 

同定されたメタセルカリア
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　< ネパールでの医学実習 >

　昨年から関西医科大学の 3 学年

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。今年は医療の

現場「アイキャンプ」という眼の医療

キャンプをネパールで行いました。実

際に外来、手術、術後診察の介助に

つき目の見えない患者と接し、手術

後に見えるようになった患者と触れ

合い見えるということの重要性をしっ

かりと感じていただけたと思います。

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

実習が今後の医学生のいい刺激に

なればと思っています。

3学年配属実習（ネパール） < ネパール大地震支援報告 >

　4 月 25 日のネパール地震の発生

以後、多くの方々にご支援を頂きまし

た。地震発生の翌々日より、現地で

の支援活動を開始し、同時に募金を

始めました。お寄せ頂きました義援金

により現地では、被災地域に様々な

支援活動を行う事が出来ました。

　　

■支援地域■

バグマティ県カブレ・パランチョーク

郡、シタパイラ郡　

バグマティ県ラスワ郡

バグマティ県シンドパルチョーク郡　

ガンダキ県ゴルカ郡

サガルマタ県コタン郡

サガルマタ県オカンドゥンガ郡

その他の地域（コシ県ボジュプール

郡、ダウラギリ県ムスタン郡など）

　

　支援活動の内容は、医療、医薬

品、飲料水、食料、日用品の提供で

す。この他にも、支出を伴わない活動

（救援、ガレキ除去）を行っております。

 Since last year 3rd year 

students at Kansai Medical 

University have been permitted to 

conduct their group 

clinical/research internship 

training not only in Japan but 

overseas as well, and EArTH 

(Eye and ENT Association For 

The Himalayan) was selected as 

one of the participating groups. 

This year clinical field work called 

“Eye Camp” was carried out in 

Nepal. I feel the students were 

able to observe outpatients, 

surgery, and post-operative care 

first hand, as well as interact with 

patients whose eyesight were 

restored, and directly understand 

the importance of having healthy 

vision. In addition, the differences 

in technology, equipment and 

systems were new experiences to 

them, and led them to realize the 

many ways which we are blessed 

in Japan. I hope this training 

period provided stimulation and 

motivation for their future medical 

studies.

■現地支援活動チーム■

タングクリニックナモブッダ

ルンビニメディカルカレッジ

ネパールアイホスピタル

ナバジョティアイクリニック

クンデハーバルクリニックと有志のチ

ベット人医師

ナガールジュナ高校

シュリーマンガルディップ学校

デリバザールロータリークラブ

　自らも被災者でありながら、大きな

余震の起こる不安な状況の中、利

他心のみで活動に参加してください

ました。当会は地震の急性期に、い

ち早く支援活動を行い、そして必要

以上の支援は行わない事が出来まし

た。感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

A Report on the 3rd Year Dispatch Training In Nepal

Kayako Miwa（Assistant Professor, Department of Ophthalmology）
三 輪  加 耶 子 （眼科学講座 　助教）
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　2 月 1 日より 11 日間、眼科・ネ

パール実習に参加し、アイキャンプ、

孤児院訪問、及び EYE HOSPITAL

を見学しました。

　キャンプ地は、首都カトマンズから

車で 8 時 間 のタンセン郡にある

Lumbini Medical College

Hospital でした。1 日目は EArTH・

ネパールチームと一緒に外来に入

り、患者がどのような症状で来院した

かをチェックしました。患者は 1 日あ

たり 500 人を超え、朝 10 時から

19 時まで途絶えることはありません

でした。大学病院と言うものの交通

の利便性が悪く、多くの患者が徒歩

で、中には山を越え数日間かけて来

院していました。EYE CAMP の無

料診療がネパールの人々にとって意

義深いものであると実感しました。外

来患者の中には、眼に石が当たった

が 10 年間放置したため失明した男

子や、先天性白内障の中年女性な

ど、早期に治療を受ければ治癒した

かもしれない人も多く、日本の現状と

の大きな差を感じました。患者の多く

は貧しく、経済的あるいは近くに病院

がない等の物理的理由から、病院へ

行く習慣が殆どないと知りました。日

本の医療保険制度の有難さと医療

機関の豊かさを改めて実感すると同

時に、ネパールに限らずあらゆる発展

途上国における医療制度のあり方

について深く考える必要性を感じまし

た。

　一方、外来で使用されていた機械

は日本のものと非常に類似しており、

中には最新のものもありました。まだ

まだ確立されていない診療科が多い

中、ネパールでの眼科医療がまさに

進歩していることを実感しました。

　外来診察で最も印象深かったこと

の一つとして、視力検査が挙げられ

ます。一般的に患者は視力表と 5m

離れて視力を測定しますが、当院で

は視力表を鏡に映し半分の距離で

済む工夫がなされていました。狭い診

察室でより多くの患者を診察するた

めの画期的な検査法であると驚嘆し

ました。

　2、3 日目の早朝は、前日手術を受

けた患者の術後診察を行いました。

日本のように病室を一室ずつ回るの

ではなく、広いバルコニーにて椅子を

何列にも並べ待機している患者を診

察していきます。患者の眼帯を外し、

洗浄、点眼をし、先生が診察した後、

サングラスと目薬を渡します。この時

耳にした「よく見えるようになった。あ

りがとう。」という言葉と笑顔は、今で

も鮮明に記憶しています。これまでに

何度か国内での病院実習を経験し

患者と接する機会もありましたが、患

者から直接感謝の言葉を受け取るこ

とや、治療の成功を喜ぶ顔を見るの

は初めてでした。深く感銘を受け、自

身が微力ながらもその手助けをする

ことができ、非常に嬉しく思いました。

また、残りのキャンプ期間も全力を尽

くしたいと意を強くした瞬間でした。

　その後手術室に入り、白内障の手

術見学や外回りの手伝いを行いまし

た。手術室と言うものの、実際は一

般居室の窓を布で覆い可能な限り

遮光し、一晩消毒を行っただけの部

屋です。さらに日本の手術とは異な

り、一つの手術室において 2 人の医

師が 2 人の患者に対して同時に手

術を行います。また一方、別の居室

においては一気に 4 人の患者に対

して麻酔をかけている光景や、手術

待機患者が床に一列に座っている

姿を目の当たりにし、驚愕しました。と

同時に、日本の医療設備の水準の

高さを改めて実感しました。

　手術では、日本から持参した眼内

レンズやアイカバー等を使用しまし

た。アイカバーひとつをとっても、日本

製のものは非常に機能的であり患者

の負担も少ないことが分かりました。

　また手技に関しても、いくつか相違

点がありました。例えば、日本では主

に点眼麻酔またはテノン嚢下麻酔が

行われるのに対し、ネパールでは球

後麻酔が行われます。球後麻酔は合

併症の危険性が高いとされています

が、ネパール人は恐怖心が強く、直

接眼球に針を刺すことを嫌うためこ

ちらが選択されます。さらに術式は日

本同様、超音波水晶体乳化吸収術

が用いられますが、その傷口は日本

では 3 ㎜程度に対し、ネパールでは

8 ㎜と倍以上に大きくなります。この

ような日本の技術を見学しに、医学

生や看護師が来ることもありました。

その中の同学年の医学生と交流し、

彼らの熱意に刺激を受けると同時に

自身の英会話力の低さにもどかしさ

を感じました。

　ネパールではネパール語の教科書

がないため授業や教科書は全て英

語で行われ、当然ながら医学生も看

護師も英語を話します。日本人の勤

勉さから、古来よりあらゆる書物が日

本語に訳されてきましたが、それに甘

んじて私たちが英語で学ぶことを疎

かにしてはいけないと痛感しました。

　孤児院の訪問は短時間でしたが、

私自身の人生にとって大変印象深

いものでした。入所している子供達

の中には、命がけでヒマラヤ山脈を

越え、国境を渡って来た者もいまし

た。大多数の子供達は様々な理由に

より心や体に傷を抱えていましたが、

それでも逞しく前を向いて生きていこ

うとする姿があり、感動しました。また、

子供達の夢が三輪先生のようなドク

ターになることだと聞いた時、私自身

が何故医師を志したのか、その初心

に戻れたように思います。国籍にかか

わらず、子供達は夢と希望に満ち溢

れています。それを叶えられるよう、微

力ではありますが私自身にできること

は何かを考えて行きたいと思います。

　このネパール実習を通して、日本

では決して学ぶことのできない多くの

ことを体験できました。さらに自身が

描いていた医師像に少々変化が出

てきたように感じます。具体的にそれ

がどのようなものなのか？時間をかけ

て考えて行きたいと思います。そして

ぜひ次回のキャンプにも参加したい

と考えています。

　最後に、この機会を与えて下さっ

た三輪先生と馬場先生に深く御礼

申し上げます。

【Summary】

 I joined in EArTH Eye and ENT 

Camp in Palpa, Nepal from 1 to 

11 February, 2015. During this 

time, I joined the camp and also 

visited the orphanage and EYE 

HOSPITAL. This camp was held 

for free at Lumbini Medical 

College Hospital for whole 3 

days. We had not less than 500 

outpatients and 60 surgical 

patients per a day. I helped OPD, 

observed cataract operations and 

after operations checking up. 

There were many differences 

between medical administration 

systems or techniques in Nepal 

and those in Japan.

外来風景

手術風景術後診察風景
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 When you open your eyes, you 

can see a lot of beautiful scenery 

in this world. You can see 

someone laughing and share the 

same feeling with them. As you 

know, you can get much 

information through your eyes. If 

you lose your eyesight, it seems 

to deteriorate in the quality of 

your life. In this practical training, 

I have learned a lot of things, 

especially the difference of 

medical care between in Nepal 

and Japan.

 The first half of this training, I 

visited the outpatient service and 

eye operations in Kansai Medical 

University Takii Hospital, Japan. 

There were most advanced 

surgical instruments and expert 

medical staff in the operation 

room. A staff said to a patient, 

“Are you Okay? Don’t be so 

nervous.” “Yes” he answered. 

The medical staff tried to make 

himself calm and relax. They 

considered the feeling of 

patients. This hospital was very 

well-resourced. In the consulta-

tion room, many patients with 

many types of eye diseases 

came to the eye doctor’s, e.g., 

diabetic retinopathy, age-related 

macular degeneration and 

pigmentary degeneration of the 

retina. The ophthalmologist 

performed a procedure and 

adequately took care of every 

single problem.

 In Nepal, I joined the eye camp. 

There was an eye camp in 

Lumbibi Medical College this 

time. The staff in Nepal made an 

operating room in the university 

hospital. There were three 

operating tables. After a medical 

staff put the patients under 

anesthesia, two eye doctors 

performed cataract operations at 

the same time. They injected a 

local anesthetic in a different 

way. Today doctors in Japan 

don’t use this kind of anesthesia, 

when they administer an 

anesthetic to a patient. Some 

equipment and facilities were 

also different from Japanese 

ones. The doctors treated the 

patients with cataract in a local 

way as much as possible. As the 

saying goes, “When in Rome, do 

as the Romans do.” Indeed the 

way of operation was much 

different, but the doctors did the 

best they could. I felt that almost 

all doctors in the world hope to 

make the patient's recovery. On 

this point, they would have a 

sense of common purpose 

throughout the world.

 At the ophthalmological 

outpatient practice in Nepal, 

many patients suffering from 

many kinds of diseases came to 

the outpatient clinic. Their 

diseases were not the very same 

as the diseases in Japan, e.g., 

senile cataract, juvenile cataract 

and ocular injury. Some patients 

suffered an external injury on 

their eye in the past but they 

didn’t go to the hospital at all. 

They left their injuries for many 

years. A doctor said “We can’t do 

anything about it now.” This was 

not a rare case. In some cases a 

doctor said to some patients, 

“We can’t conduct extensive 

testing here in this hospital 

because we don’t have any 

precision measuring equipment. 

Please go to a large hospital.” If 

the patients were in Japan, they 

could make full recoveries and 

lead daily lives without any eye 

troubles. Then a place of your 

birth would affect your life of 

quality? It is unfair, isn’t it? When 

you see the world from the 

perspective of medical treatment, 

there are a lot of places where 

people have less access to 

medical care.

 On the next day of the operation, 

the doctors checked the 

patients’conditions and gave 

them eye-drops and sunglasses. 

The patients left the hospital 

happily and some patients were 

smiling with sunglasses. That 

made me happy too. In some 

countries where treatment is not 

available, cataract is a major 

cause of blindness. After they got 

recovery, they became able to 

work and earn money for their 

family. It was very important to 

perceive the visual world. I 

thought that the eye surgery 

could change someone’s life 

better. The quality of life has 

improved dramatically because of 

the eye operation. The scene 

impressed itself on my memory. 

  After I joined this program, I 

found what I want to do as a 

doctor in the future. I met some 

Japanese doctors, who usually 

work in the Japanese hospital. 

They take care of patients over 

the border and work on relief 

projects that cross national 

boundaries. I was heavily 

influenced by their actions and 

thoughts. I will become more 

internationally-minded. Then I 

decided to work in the doctor 

shortage areas. I should study 

hard to make my dreams come 

true, so that I can help many 

people suffering from the 

diseases. Luckily, I could learn 

medical care in two countries.

 I really really want to join this 

eye camp again. I would like to 

express my gratitude to the staffs 

in Nepal and Japan. 
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　私は 2012 年 4 月から 6ヵ月間、

「関西医科大学高度医療人育成制

度」を利用し、ヴェローナ大学（イタリ

ア）にあります Pancreas Center

に臨床留学しました。留学を希望し

た理由は、急性膵炎、慢性膵炎、自

己免疫性膵炎などの膵疾患の病態

生理や治療法の知識向上や日本で

は経験できない膵疾患の診療を海

外で体験したいと考えたからです。

上記の思いを、私の所属する内科

学第三講座の岡崎和一教授にお

伝えしたところ快く許可して頂き、教

授のご友人である Frulloni 先生が

いらっしゃるヴェローナ大学を紹介し

て頂きました。

　留学先の病院があるヴェローナ市

は、北イタリアのアルプス山脈の麓

にある街で、市内には古代ローマ時

代の遺跡や中世の街並みなどが数

多く残されています。2000 年には、

ユネスコが定める世界遺産（文化遺

産）のひとつとして登録され、シェイク

スピアの戯曲「ロミオとジュリエット」

の舞台となった街としても有名です。

以上のような街の紹介を聞くと、大

変優雅なイタリア生活を楽しめそうで

すが、残念ながら留学先の病院や私

のアパートはヴェローナの中心地か

ら離れた郊外にあり、飲食店やスー

パーマーケットも少なく、バール

（Bar）のオープンテラスでカプチーノ

を味わうことなどできるはずのない場

所でした。また、私の留学先の病院

には当然日本人はおらず、さらに近

隣の住民や店舗の店員にはイタリア

語しか通じないため、日常生活では

何をするのも苦労しました。しかし、そ

んな中でも街の人たちは私に優しく

接してくれて、今でも大変感謝してい

ます。

　留学中の病院での生活は以下の

ようです。月曜日から金曜日は午前 9

時から病棟回診を Frulloni 先生を

中心とする消化器内科のメンバー全

員で行います。日本の回診と同様に

卒後間もない先生が、ベッドサイドで

臨床経過をプレゼンテーションし、消

化器内科医全員で診療方針につい

てディスカッションします。午後から

は、主に内視鏡室で内視鏡的逆行

性胆管膵管造影 (ERCP) や超音

波内視鏡 (EUS) を見学していまし

たが、放射線科での膵疾患の画像

診断、病理科での膵切除標本の読

影、外科での膵切除の見学もできま

した。これらの見学では、日本で決し

て経験できない症例や手技も拝見で

き、大変勉強になりました。

　私が留学中に強く感じたことは、日

本の医療が世界の標準ではないと

いうことです。たとえば、日本での胆

管狭窄による黄疸を伴う膵癌には全

例 ERCP による胆管ドレナージを行

い、その後手術へとまわりますが、イ

タリアをはじめとするヨーロッパ諸国

では ERCP は行われず、黄疸のまま

手術が行われます。また、日本で慢性

膵炎患者を診療する際に、カモス

タットメシル酸というタンパク分解酵

素阻害薬がよく処方されますが、欧

米ではこのような治療はいっさいなさ

れません。こういった日本と世界との

診療の違いは、留学前より論文で十

分認識していたことですが、留学では

身をもって経験でき、大変衝撃を受

けました。さらに、留学先の医師にど

うして日本ではそのような診療をする

のかと尋ねられた時、語学能力や知

識の不足のため医学的根拠にもと

づいて、うまく説明できず大変悔しい

思いをしたのを覚えています。日本の

診療を世界に発信するためも、医学

的知識のみならず、語学力やディ

ベート力も普段から鍛錬することが

重要だと感じました。

　留学中の経験は、帰国後の私の

診療や研究に大きな影響を与え、私

の人生の宝となっています。留学中

は経済的に少しつらい思いをしました

が、それ以上のものが得られたと思っ

ています。最後になりましたが、今回

の留学を支援して頂いた大学関係

者のみなさま、岡崎教授をはじめとす

る内科学第三講座のみなさまには、

心より感謝申し上げます。

ヴェローナ大学病院

病棟から見たあるヴェローナの街とアルプスの山々

Pancreas Center のスタッフ

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～

Activities for International Exchange by the Faculty Members, Staff And Alumni

教職員・同窓生の国際交流活動

池浦 司（内科学第三講座　講師）

Tsukasa Ikeura（Lecturer, Department of Internal Medicine 3）
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 I would report about the training I 

participated in at the Thomas 

Jefferson University Hospital.

 This training program is called 

the Foundation Establishment 

Plan of Cancer Professionals, 

and is one of the initiatives of the 

university which promotes human 

resource training of personnel 

who can carry out high level 

treatments and research, with the 

support of the Ministry of 

Education.

 Several universities have teamed 

up and our activities have 

expanded nationally. Our university 

is carrying out projects in 

collaboration with eight 

departments in seven universities.

Thomas Jefferson University is a 

private university hospital located 

in Philadelphia, Pennsylvania, in 

the United States. It was founded 

in 1824. The hospital has 969 

beds and opens every day. 800 

doctors and 2,700 nurses are 

working there.

 The training included tours, 

lectures and separate curriculums 

for different occupations. In 

particular, I will talk about the 

separate curriculums for the 

different occupations as I have 

learned the most about these 

from shadowing the specialists.

 I was involved with a nurse 

practitioner (or NP) and a clinical 

nurse specialist (or CNS) during 

my time there. NPs can write 

prescriptions and have the same 

role and authority as senior 

residents. CNSs are responsible 

for the quality of nursing and are 

the same as specialist nurses in 

Japan. They are both required 

two-year postgraduate education.

 The NP on the palliative care 

team was very cool with purple 

hair and nails like a rock singer 

and I thought she would not be 

able to work in the hospitals in 

Japan with that look. The NPs on 

the palliative care team share 

patients with doctors and they 

are also on-call.

 One scene which left a strong 

impression on me was when the 

NP was talking to an excited 

patient in the terminal phase of 

malignant lymphoma. The NP 

used a kind voice before taking 

measurements of his delirium and 

pain, and was very calm when 

examining the patient.The 

practice seemed to be integrating 

caring with cure.

 A CNS who belonged to the 

ward was in charge of 56 

patients in the ward and 36 

nurses. She had been working on 

decision-making support for a 

long time, and thoroughly 

provided support based on the 

idea that “decision-making is the 

last gift for the family of the 

patients”.

 I also attended a meeting of 

chemotherapy exposure measures 

and the CNS discussed the 

reasons for wearing gowns and 

the use of level of evidence 

guidelines. I felt that she was 

making decisions based on the 

evidence on a daily basis. 

 There are 140,000 NPs in the 

US, while there are 500 CNSs in 

Japan. It is necessary to increase 

the number of specialist nurses in 

Japan in the future; and we, 

specialist nurses in the field, 

need to consciously improve our 

expertise.

 Also, although the nurses will not 

have as much authority as nurse 

practitioners, there are ongoing 

discussions in Japan about letting 

nurses carry out certain medical 

practices in the future.

 I think that as the role of nurses 

grows in the future, in carrying 

out these medical practices, their 

experiences and ideas on care 

will be very important.

 

7-University Joint Project Training Plan for Oncology Professionals
Training Report  Tomas Jefferson University Kimmel Cancer in Philadelphia

Activities for International Exchange by the Faculty Members, Staff And Alumni

Hiroko Sakuma（Vice Chief Nurce, Center for Cancer Therapy, KMU Hirakata Hospital）
佐 久 間  博 子（附属枚方病院　がん治療・緩和センター　副師長）
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　外務省の医務官という職務を、皆さ

んはご存知でしょうか。あまり聞き慣れ

ない言葉であると思います。いったい何

をしている仕事で、どのようにすればな

れるのか、といった質問をよく受けます。

私自身もこのような職務がある事を、大

学で公募されるまで知りませんでした。

私は、2007 年に大学に対して外務省

から「メンタルヘルスの人材を求めてい

る」公募があり、当時の日置学長から

推薦を頂き、その公募に応じて大学と

外務省の人事交流の枠で採用され、

2008 年 7 月に外務省に入省しまし

た。入省以来、2010 年まで在ニュー

ヨーク日本国総領事館で勤務し、続け

て 2010 年から 2012 年までは在ア

ルジェリア日本国大使館、2012 年か

ら現在に至るまで在タイ日本国大使館

に勤務しています。

（外務省医務官の役割）

　外務省医務官の職務は、外務省訓

令という法令で定められています。ざっ

くりとした内容を言いますと、専ら医務を

職務とする公務員であり、外交官の健

康管理を主な職務として、医務を通じ

た外交活動の支援をする仕事です。現

在、全世界に約 160 公館ある日本の

在外公館のうち 96 公館に 98 名の

医務官が配置されています。国内の外

務省診療所勤務の者や検疫所等へ

出向している者を合わせますと、現在

103 名の外務省医務官が活躍してい

ます。少し職務内容に関して詳しく説

明しますと、医務官の最も主たる業務

は、担当在外公館職員の健康管理と

プライマリケアです。医務官の配置さ

れていない公館には、近隣公館の担

当医務官が巡回します。巡回担当公

館の職員に対しても同様に健康管理

を担当します。巡回地を含めて担当地

域の医療環境や衛生状態の調査をし

て報告することも重要な仕事です。国

境を越えて拡がるような感染症に関し

ては、我々が先頭に立って情報収集を

します。あとは、担当地域に来訪する要

人に対する医療支援をして外交活動

のお手伝いをします。加えて重要な仕

事は、邦人援護活動を医療面から支え

ます。海外で事故や災害、テロ等に巻

き込まれた日本人の医療面での支援

をします。また、医療インフラが整ってい

ない国に赴任した場合は、邦人援護

活動の一環として在留邦人に対しても

プライマリケアや緊急時の医療を担当

することがあります。これらの業務に加

えて、私の場合は、精神科医ですので

メンタルヘルス担当医としての役割が

付け加わります。

　職務内容を大雑把にまとめますと、

外務省員 7 千数百名の産業医であ

り、在外職員のプライマリケア医です。

時折、全世界に居る120 万人の在留

邦人や年間 1700 万人に及ぶ日本

人渡航者に対する援護活動として医

療的な支援を行います。

（在ニューヨーク総領事館；　　　　

　　2008 年 7月～ 2010 年 10月）

　最初の赴任地であるニューヨーク

は、メンタルヘルスの拠点公館としての

役割もあり、中南米を含む米州すべて

の広域を担当していました。幸い私の

任期中に出張を要する案件は無く、電

話での応対や指示で済ませる事がで

きました。ともあれ、在ニューヨーク総領

事館だけで現地職員を含めて 100 人

近くの職員が勤務している上に、巡回

担当公館である国際連合日本国政府

代表部にも100 人ほどの職員が居り、

これらの職員の家族を含めますと 300

人を超える職員と家族の健康管理と

プライマリケアを担っていました。また、

ニューヨークはご存知のように毎年秋

に国連総会が開かれるため、首相や外

務大臣が毎年来訪します。私が赴任し

た時期は、ちょうどオバマ大統領が就

任し、リーマンショックが起こった時期

でしたので頻繁に国際会議が開かれ、

多くの閣僚級の要人が来訪しました。

要人来訪で最も印象に残ったのは、

2009 年 7 月に天皇皇后両陛下がカ

ナダをご訪問された際に、当時医務官

の配置が無かったカナダに出張し、オ

タワからトロントまで両陛下のお供をさ

せていただいたことでした。また、ニュー

ヨークは在留邦人が５万人を超えてお

り、邦人を対象とした医師を含めた医

療専門科が多く活躍していました。私

の前任である仲本医務官（現外務省

診療所長）とコロンビア大学の本間教

授が設立した「邦人医療支援ネット

ワーク：略称ジャムズネット」の管理運

営を引き継ぎ、邦人コミュニティーに対

する定期的な健康イベントや講演会の

運営に関わりました。時には、関西医

大からは精神神経科の加藤准教授に

来ていただきニューヨークの在留邦人

に対して講演会を開催することもありま

した。もちろん自らが演者として話をする

こともありました。本間教授には、関西

医大からの研修生の受け入れにも応

じていただき、大学の国際交流に大き

なご助力を賜りました。

　また、バーモント大学へ研修に出て

いる関西医大の学生が同大学の木田

教授と共にニューヨークに来訪した際

には、コロンビア大学で研修中の学生

と合わせて総領事館に見学に来てい

ただき、ニューヨークの医療関係者と

の交流の場を設けた事もありました。そ

れから、日本の最先端医学研究者との

交流の場も企画しました。京都大学の

山中教授がラスカー賞を受賞されて

ニューヨークに来られた際には、総領

事公邸にお招きして設宴し、当地の日

本人医学研究者との交流を図りまし

た（写真 1）。

　邦人援護活動としては、ニューヨー

クには米国の医師免許を持った日本

人医師が精神科医を含めて多数居る

ため、直接在留邦人を診察したり緊急

移送に関わったりする事はありません

でした。2009 年 4 月に、ニューヨーク

で見つかった H1N1 インフルエンザ

は、あっという間にパンデミックとなり世

界中に拡散しました。この時は、発生源

とされる在メキシコ大使館の医務官や

ワシントンにいる在米国大使館の医務

官と協力しながら情報収集に努め、日

本の関係機関と連携して、時にはマス

コミにも対応しました。それから、2010

年 1 月に起こった関西医大の先輩で

ある須藤先生（17 回生）が活躍されて

いるハイチで起こった地震の際も、担

当の在ドミニカ共和国大使館の医務

官と協力しながら対応しました。

（在アルジェリア大使館；　　　　　

　　2010 年 10月～ 2012 年 5月）

　アルジェリアは、ニューヨークとは

打って変わって、500 名ほどの小さな

邦人コミュニティーでした。大使館で勤

務する職員と家族を会わせても 50 名

に満たない職員・家族の健康管理が

主な業務でした。首都であるアルジェ

市内に住む日本人も 60 名ほどでした

ので、大使の許可を得て、大使館医務

室で邦人の患者を診察する事はしばし

ばありました。在留邦人への医療情報

の提供として関西医大から精神神経

科学講座の木下教授に来て頂き、

2011 年 9 月に大使館でご講演をし

ていただいた事もあります。ニューヨー

クに比べると要人の来訪は少なく、

2010 年 12 月に当時の前原外務大

臣が来訪したのみでした。近隣のスペ

イン公館（在スペイン大使館；マドリッ

ド、在バルセロナ総領事館、在ラスパ

ルマス領事事務所）が、健康相談担

当公館でしたので電話による相談に

応じ、年に一度だけ、スペインへの出

張に出ました。2010 年 12 月に、隣国

のチュニジアで「ジャスミン革命」が起

き、その後、いわゆる「アラブの春」とい

われる北アフリカと中東につながる政

変が起こりました。当該国では邦人の

待避などの業務があり、チュニジア、エ

ジプトへ応援出張に出かけました。ま

た、外務省では、2010 年から厳しい生

活環境であるアフリカの公館に対して

メンタルヘルス巡回相談が始まり、欧

州・アフリカ地域のメンタルヘルス担

当医である在仏大使館；パリの医務

官から依頼を受けて、セネガル、ザンビ

アに出張に出ました（写真２、３）。その

際、出張した地域の精神医療環境を

視察する事ができました。2013 年1月

に起きたアルジェリアの石油プラントに

おけるテロにより邦人が人質に取られ

殺害された事件の際は、すでにタイへ

異動していましたが、後任の医務官と

連絡を取りつつ支援しました。

（在タイ大使館；

　　　　　　  2012年5月～現在）

　2012 年 5 月から在タイ大使館；

バンコクに異動しました。在タイ大使館

だけで現地職員を含めて 150 人近く

の職員が勤務しており、巡回担当公館

である在チェンマイ総領事館には 30

人ほど、在ブルネイ大使館にも 30 人

ほど、在コタキナバル（マレーシア；ボ

ルネオ島）領事出張事務所には 20

人ほどの職員が居り、これらの職員の

家族を含めますと 500 人近くの職員

と家族の健康管理とプライマリケアを

担っています。

　また、タイ（バンコク）は、ニューヨーク

と同様にメンタルヘルスの拠点公館と

しての役割があり、中東からオセアニア

までの広域を担当しています。そのた

め、タイは一般の医務官とメンタルヘル

ス担当の医務官の 2 人体制になって

います。当然、私はメンタルヘルスを担

当しています。2012 年度から全地域

に拡大されたメンタルヘルス巡回相談

のため、この 3 年間で、イラン、パキス

タン、ネパール、バングラデシュ、ミャン

マー、シンガポール、マレーシア、ラオ

ス、ベトナム、香港（中国）、インドネシ

ア、東ティモール、パプアニューギニ

ア、ソロモン諸島、ニュージーランドに

出張しました。

　また、タイは ASEAN の主要国であ

るため国際会議なども多く、首相や外

務大臣、閣僚等が頻繁に来訪します。

2012 年 6 月には皇太子殿下が来訪

され、2013 年 1 月には安倍首相が来

訪し（写真４）、そのための医療支援を

しました。

　タイは、在留邦人が約６万人居り、そ

のうち 5 万人がバンコクに居住してい

ます。タイの医師免許を持った日本人

医師が 2 名居り、日本語を話すタイ人

医師も多数居るため、日本人が受診す

る環境としては良好です。しかし、日本

人に対応出来る精神科医は居らず、そ

の他のメンタルヘルス専門家は日本人

心理士が数人居るのみです。そのた

め、精神科案件は、すべて大使館の私

のところに相談があります。加えて、バ

ンコク日本人学校は約 3,000 人の生

徒を抱えているため、様々な問題が生

じます。いわば、大使館の医務官が校

医的な役割を果たしているわけです。

私は、このような巨大な邦人コミュニ

ティーに対応するため、ニューヨークの

「邦人医療支援ネットワーク」をモデル

略　　歴：１９９７年　関西医科大学卒業

　　　　　２００３年　関西医科大学助手（高度救命救急センター）

　　　　　２００５年　関西医科大学助手（精神神経科）

　　　　　２００７年　関西医科大学　博士号取得

　　　　　　　　　  関西医科大学助教（精神神経科）

　　　　　２００８年　外務省入省

　　　　　　　　　  在ニューヨーク日本国総領事館　領事兼医務官（メンタルヘルス担当）

　　　　　２０１０年　在アルジェリア日本国大使館　一等書記官兼医務官

　　　　　２０１２年　在タイ日本国大使館　一等書記官兼医務官（メンタルヘルス担当）

（写真 1） 在ニューヨーク総領事館　山中教授を招いて　大使公邸にて

に、アジアを含む環太平洋地域の医

療関係者の交流の場として「邦人医

療支援ネットワークアジア；略称ジャ

ムズネット・アジア」を設立し、その管

理運営をしています。このジャムズネッ

ト・アジアと大使館の共催で、関西医

大からは精神神経科学講座の木下教

授をお招きし、2013 年 9 月に、バンコ

クの在留邦人に対して講演会を開催

しました。在留邦人対象の講演会で

は、もちろん、ニューヨークの時と同様

に自らが演者として話をすることもあり

ます。特にタイは「ロングステイヤー」と

言われるリタイア後の高齢日本人が多

く居住していることもあり、在留邦人の

高齢化が大変問題となっています。そ

のため、認知症に関する啓発活動とし

て講演会を行いました。

　関西医大との関係では、友田学長、

国際交流センター長の西山教授から、

アジアにおける国際医療交流のハブ

としてバンコクの提携先を構築するよう

に宿題をいただいており、現在はマヒド

ン大学熱帯医学部と交渉中です。ま

た、タイには日本の医学部を卒業し日

本の医師免許を持つ「日卒医」と呼ば

れる医師が 50 人近くいるため、日タイ

医療交流の礎となる日卒医との交流

の場を定期的に設けています。タイは

世界の中で邦人援護案件が最も多い

国の一つです。その中でも医療案件、

特に精神科絡みの案件が多い地域で

す。テロや事件の被害者の支援をした

り、精神障害者の対応をしたりすること

は、毎月数件あります。この 3 年間で

経験した広域感染症対策としては、

2014 年夏からギニアで発生したエボ

ラ出血熱は未だ収束していません。対

応にあたっている医務官の休養のため

に、2015 年 6 月に担当医務官代理

としてギニアに出張しました。その後も

関係する医務官と協力し合いながらエ

ボラ出血熱の対応にあたっています。

広域の支援としては、2015 年 4 月に

起こったネパールの地震の際も、担当

医務官と協力しながら対応しました。

（関西医科大学精神神経科学講座

　　　　　  との人事交流をスタート）

　来年度から、関西医科大学精神神

経科学講座との人事交流をスタートさ

せる事ができました。現在のところ、メン

タルヘルス拠点公館である在タイ大使

館の精神科担当枠に同教室から２か

ら 3 年毎で精神科医を派遣するという

事で話がまとまっています。すでに、そ

の一人目の人事も決まりました。この人

事交流が円滑に進み、外務省と関西

医大との良好な関係が続くように見守

りたいと思います。

Activities for International Exchange by the Faculty Members, Staff And Alumni

外務省医務官の業務紹介と人事交流

吉田 常孝氏（65回生・在タイ日本国大使館　一等書記官兼医務官）

Tsunetaka Yoshida
（Class of 1997, First Secretary and Medical Attaché, Embassy of Thailand）
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　外務省の医務官という職務を、皆さ

んはご存知でしょうか。あまり聞き慣れ

ない言葉であると思います。いったい何

をしている仕事で、どのようにすればな

れるのか、といった質問をよく受けます。

私自身もこのような職務がある事を、大

学で公募されるまで知りませんでした。

私は、2007 年に大学に対して外務省

から「メンタルヘルスの人材を求めてい

る」公募があり、当時の日置学長から

推薦を頂き、その公募に応じて大学と

外務省の人事交流の枠で採用され、

2008 年 7 月に外務省に入省しまし

た。入省以来、2010 年まで在ニュー

ヨーク日本国総領事館で勤務し、続け

て 2010 年から 2012 年までは在ア

ルジェリア日本国大使館、2012 年か

ら現在に至るまで在タイ日本国大使館

に勤務しています。

（外務省医務官の役割）

　外務省医務官の職務は、外務省訓

令という法令で定められています。ざっ

くりとした内容を言いますと、専ら医務を

職務とする公務員であり、外交官の健

康管理を主な職務として、医務を通じ

た外交活動の支援をする仕事です。現

在、全世界に約 160 公館ある日本の

在外公館のうち 96 公館に 98 名の

医務官が配置されています。国内の外

務省診療所勤務の者や検疫所等へ

出向している者を合わせますと、現在

103 名の外務省医務官が活躍してい

ます。少し職務内容に関して詳しく説

明しますと、医務官の最も主たる業務

は、担当在外公館職員の健康管理と

プライマリケアです。医務官の配置さ

れていない公館には、近隣公館の担

当医務官が巡回します。巡回担当公

館の職員に対しても同様に健康管理

を担当します。巡回地を含めて担当地

域の医療環境や衛生状態の調査をし

て報告することも重要な仕事です。国

境を越えて拡がるような感染症に関し

ては、我々が先頭に立って情報収集を

します。あとは、担当地域に来訪する要

人に対する医療支援をして外交活動

のお手伝いをします。加えて重要な仕

事は、邦人援護活動を医療面から支え

ます。海外で事故や災害、テロ等に巻

き込まれた日本人の医療面での支援

をします。また、医療インフラが整ってい

ない国に赴任した場合は、邦人援護

活動の一環として在留邦人に対しても

プライマリケアや緊急時の医療を担当

することがあります。これらの業務に加

えて、私の場合は、精神科医ですので

メンタルヘルス担当医としての役割が

付け加わります。

　職務内容を大雑把にまとめますと、

外務省員 7 千数百名の産業医であ

り、在外職員のプライマリケア医です。

時折、全世界に居る120 万人の在留

邦人や年間 1700 万人に及ぶ日本

人渡航者に対する援護活動として医

療的な支援を行います。

（在ニューヨーク総領事館；　　　　

　　2008 年 7月～ 2010 年 10月）

　最初の赴任地であるニューヨーク

は、メンタルヘルスの拠点公館としての

役割もあり、中南米を含む米州すべて

の広域を担当していました。幸い私の

任期中に出張を要する案件は無く、電

話での応対や指示で済ませる事がで

きました。ともあれ、在ニューヨーク総領

事館だけで現地職員を含めて 100 人

近くの職員が勤務している上に、巡回

担当公館である国際連合日本国政府

代表部にも100 人ほどの職員が居り、

これらの職員の家族を含めますと 300

人を超える職員と家族の健康管理と

プライマリケアを担っていました。また、

ニューヨークはご存知のように毎年秋

に国連総会が開かれるため、首相や外

務大臣が毎年来訪します。私が赴任し

た時期は、ちょうどオバマ大統領が就

任し、リーマンショックが起こった時期

でしたので頻繁に国際会議が開かれ、

多くの閣僚級の要人が来訪しました。

要人来訪で最も印象に残ったのは、

2009 年 7 月に天皇皇后両陛下がカ

ナダをご訪問された際に、当時医務官

の配置が無かったカナダに出張し、オ

タワからトロントまで両陛下のお供をさ

せていただいたことでした。また、ニュー

ヨークは在留邦人が５万人を超えてお

り、邦人を対象とした医師を含めた医

療専門科が多く活躍していました。私

の前任である仲本医務官（現外務省

診療所長）とコロンビア大学の本間教

授が設立した「邦人医療支援ネット

ワーク：略称ジャムズネット」の管理運

営を引き継ぎ、邦人コミュニティーに対

する定期的な健康イベントや講演会の

運営に関わりました。時には、関西医

大からは精神神経科の加藤准教授に

来ていただきニューヨークの在留邦人

に対して講演会を開催することもありま

した。もちろん自らが演者として話をする

こともありました。本間教授には、関西

医大からの研修生の受け入れにも応

じていただき、大学の国際交流に大き

なご助力を賜りました。

　また、バーモント大学へ研修に出て

いる関西医大の学生が同大学の木田

教授と共にニューヨークに来訪した際

には、コロンビア大学で研修中の学生

と合わせて総領事館に見学に来てい

ただき、ニューヨークの医療関係者と

の交流の場を設けた事もありました。そ

れから、日本の最先端医学研究者との

交流の場も企画しました。京都大学の

山中教授がラスカー賞を受賞されて

ニューヨークに来られた際には、総領

事公邸にお招きして設宴し、当地の日

本人医学研究者との交流を図りまし

た（写真 1）。

　邦人援護活動としては、ニューヨー

クには米国の医師免許を持った日本

人医師が精神科医を含めて多数居る

ため、直接在留邦人を診察したり緊急

移送に関わったりする事はありません

でした。2009 年 4 月に、ニューヨーク

で見つかった H1N1 インフルエンザ

は、あっという間にパンデミックとなり世

界中に拡散しました。この時は、発生源

とされる在メキシコ大使館の医務官や

ワシントンにいる在米国大使館の医務

官と協力しながら情報収集に努め、日

本の関係機関と連携して、時にはマス

コミにも対応しました。それから、2010

年 1 月に起こった関西医大の先輩で

ある須藤先生（17 回生）が活躍されて

いるハイチで起こった地震の際も、担

当の在ドミニカ共和国大使館の医務

官と協力しながら対応しました。

（在アルジェリア大使館；　　　　　

　　2010 年 10月～ 2012 年 5月）

　アルジェリアは、ニューヨークとは

打って変わって、500 名ほどの小さな

邦人コミュニティーでした。大使館で勤

務する職員と家族を会わせても 50 名

に満たない職員・家族の健康管理が

主な業務でした。首都であるアルジェ

市内に住む日本人も 60 名ほどでした

ので、大使の許可を得て、大使館医務

室で邦人の患者を診察する事はしばし

ばありました。在留邦人への医療情報

の提供として関西医大から精神神経

科学講座の木下教授に来て頂き、

2011 年 9 月に大使館でご講演をし

ていただいた事もあります。ニューヨー

クに比べると要人の来訪は少なく、

2010 年 12 月に当時の前原外務大

臣が来訪したのみでした。近隣のスペ

イン公館（在スペイン大使館；マドリッ

ド、在バルセロナ総領事館、在ラスパ

ルマス領事事務所）が、健康相談担

当公館でしたので電話による相談に

応じ、年に一度だけ、スペインへの出

張に出ました。2010 年 12 月に、隣国

のチュニジアで「ジャスミン革命」が起

き、その後、いわゆる「アラブの春」とい

われる北アフリカと中東につながる政

変が起こりました。当該国では邦人の

待避などの業務があり、チュニジア、エ

ジプトへ応援出張に出かけました。ま

た、外務省では、2010 年から厳しい生

活環境であるアフリカの公館に対して

メンタルヘルス巡回相談が始まり、欧

州・アフリカ地域のメンタルヘルス担

当医である在仏大使館；パリの医務

官から依頼を受けて、セネガル、ザンビ

アに出張に出ました（写真２、３）。その

際、出張した地域の精神医療環境を

視察する事ができました。2013 年1月

に起きたアルジェリアの石油プラントに

おけるテロにより邦人が人質に取られ

殺害された事件の際は、すでにタイへ

異動していましたが、後任の医務官と

連絡を取りつつ支援しました。

（在タイ大使館；

　　　　　　  2012年5月～現在）

　2012 年 5 月から在タイ大使館；

バンコクに異動しました。在タイ大使館

だけで現地職員を含めて 150 人近く

の職員が勤務しており、巡回担当公館

である在チェンマイ総領事館には 30

人ほど、在ブルネイ大使館にも 30 人

ほど、在コタキナバル（マレーシア；ボ

ルネオ島）領事出張事務所には 20

人ほどの職員が居り、これらの職員の

家族を含めますと 500 人近くの職員

と家族の健康管理とプライマリケアを

担っています。

　また、タイ（バンコク）は、ニューヨーク

と同様にメンタルヘルスの拠点公館と

しての役割があり、中東からオセアニア

までの広域を担当しています。そのた

め、タイは一般の医務官とメンタルヘル

ス担当の医務官の 2 人体制になって

います。当然、私はメンタルヘルスを担

当しています。2012 年度から全地域

に拡大されたメンタルヘルス巡回相談

のため、この 3 年間で、イラン、パキス

タン、ネパール、バングラデシュ、ミャン

マー、シンガポール、マレーシア、ラオ

ス、ベトナム、香港（中国）、インドネシ

ア、東ティモール、パプアニューギニ

ア、ソロモン諸島、ニュージーランドに

出張しました。

　また、タイは ASEAN の主要国であ

るため国際会議なども多く、首相や外

務大臣、閣僚等が頻繁に来訪します。

2012 年 6 月には皇太子殿下が来訪

され、2013 年 1 月には安倍首相が来

訪し（写真４）、そのための医療支援を

しました。

　タイは、在留邦人が約６万人居り、そ

のうち 5 万人がバンコクに居住してい

ます。タイの医師免許を持った日本人

医師が 2 名居り、日本語を話すタイ人

医師も多数居るため、日本人が受診す

る環境としては良好です。しかし、日本

人に対応出来る精神科医は居らず、そ

の他のメンタルヘルス専門家は日本人

心理士が数人居るのみです。そのた

め、精神科案件は、すべて大使館の私

のところに相談があります。加えて、バ

ンコク日本人学校は約 3,000 人の生

徒を抱えているため、様々な問題が生

じます。いわば、大使館の医務官が校

医的な役割を果たしているわけです。

私は、このような巨大な邦人コミュニ

ティーに対応するため、ニューヨークの

「邦人医療支援ネットワーク」をモデル

略　　歴：１９９７年　関西医科大学卒業

　　　　　２００３年　関西医科大学助手（高度救命救急センター）

　　　　　２００５年　関西医科大学助手（精神神経科）

　　　　　２００７年　関西医科大学　博士号取得

　　　　　　　　　  関西医科大学助教（精神神経科）

　　　　　２００８年　外務省入省

　　　　　　　　　  在ニューヨーク日本国総領事館　領事兼医務官（メンタルヘルス担当）

　　　　　２０１０年　在アルジェリア日本国大使館　一等書記官兼医務官

　　　　　２０１２年　在タイ日本国大使館　一等書記官兼医務官（メンタルヘルス担当）

（写真 1） 在ニューヨーク総領事館　山中教授を招いて　大使公邸にて

に、アジアを含む環太平洋地域の医

療関係者の交流の場として「邦人医

療支援ネットワークアジア；略称ジャ

ムズネット・アジア」を設立し、その管

理運営をしています。このジャムズネッ

ト・アジアと大使館の共催で、関西医

大からは精神神経科学講座の木下教

授をお招きし、2013 年 9 月に、バンコ

クの在留邦人に対して講演会を開催

しました。在留邦人対象の講演会で

は、もちろん、ニューヨークの時と同様

に自らが演者として話をすることもあり

ます。特にタイは「ロングステイヤー」と

言われるリタイア後の高齢日本人が多

く居住していることもあり、在留邦人の

高齢化が大変問題となっています。そ

のため、認知症に関する啓発活動とし

て講演会を行いました。

　関西医大との関係では、友田学長、

国際交流センター長の西山教授から、

アジアにおける国際医療交流のハブ

としてバンコクの提携先を構築するよう

に宿題をいただいており、現在はマヒド

ン大学熱帯医学部と交渉中です。ま

た、タイには日本の医学部を卒業し日

本の医師免許を持つ「日卒医」と呼ば

れる医師が 50 人近くいるため、日タイ

医療交流の礎となる日卒医との交流

の場を定期的に設けています。タイは

世界の中で邦人援護案件が最も多い

国の一つです。その中でも医療案件、

特に精神科絡みの案件が多い地域で

す。テロや事件の被害者の支援をした

り、精神障害者の対応をしたりすること

は、毎月数件あります。この 3 年間で

経験した広域感染症対策としては、

2014 年夏からギニアで発生したエボ

ラ出血熱は未だ収束していません。対

応にあたっている医務官の休養のため

に、2015 年 6 月に担当医務官代理

としてギニアに出張しました。その後も

関係する医務官と協力し合いながらエ

ボラ出血熱の対応にあたっています。

広域の支援としては、2015 年 4 月に

起こったネパールの地震の際も、担当

医務官と協力しながら対応しました。

（関西医科大学精神神経科学講座

　　　　　  との人事交流をスタート）

　来年度から、関西医科大学精神神

経科学講座との人事交流をスタートさ

せる事ができました。現在のところ、メン

タルヘルス拠点公館である在タイ大使

館の精神科担当枠に同教室から２か

ら 3 年毎で精神科医を派遣するという

事で話がまとまっています。すでに、そ

の一人目の人事も決まりました。この人

事交流が円滑に進み、外務省と関西

医大との良好な関係が続くように見守

りたいと思います。

Activities for International Exchange by the Faculty Members, Staff And Alumni

外務省医務官の業務紹介と人事交流

吉田 常孝氏（65回生・在タイ日本国大使館　一等書記官兼医務官）

Tsunetaka Yoshida
（Class of 1997, First Secretary and Medical Attaché, Embassy of Thailand）
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　外務省の医務官という職務を、皆さ

んはご存知でしょうか。あまり聞き慣れ

ない言葉であると思います。いったい何

をしている仕事で、どのようにすればな

れるのか、といった質問をよく受けます。

私自身もこのような職務がある事を、大

学で公募されるまで知りませんでした。

私は、2007 年に大学に対して外務省

から「メンタルヘルスの人材を求めてい

る」公募があり、当時の日置学長から

推薦を頂き、その公募に応じて大学と

外務省の人事交流の枠で採用され、

2008 年 7 月に外務省に入省しまし

た。入省以来、2010 年まで在ニュー

ヨーク日本国総領事館で勤務し、続け

て 2010 年から 2012 年までは在ア

ルジェリア日本国大使館、2012 年か

ら現在に至るまで在タイ日本国大使館

に勤務しています。

（外務省医務官の役割）

　外務省医務官の職務は、外務省訓

令という法令で定められています。ざっ

くりとした内容を言いますと、専ら医務を

職務とする公務員であり、外交官の健

康管理を主な職務として、医務を通じ

た外交活動の支援をする仕事です。現

在、全世界に約 160 公館ある日本の

在外公館のうち 96 公館に 98 名の

医務官が配置されています。国内の外

務省診療所勤務の者や検疫所等へ

出向している者を合わせますと、現在

103 名の外務省医務官が活躍してい

ます。少し職務内容に関して詳しく説

明しますと、医務官の最も主たる業務

は、担当在外公館職員の健康管理と

プライマリケアです。医務官の配置さ

れていない公館には、近隣公館の担

当医務官が巡回します。巡回担当公

館の職員に対しても同様に健康管理

を担当します。巡回地を含めて担当地

域の医療環境や衛生状態の調査をし

て報告することも重要な仕事です。国

境を越えて拡がるような感染症に関し

ては、我々が先頭に立って情報収集を

します。あとは、担当地域に来訪する要

人に対する医療支援をして外交活動

のお手伝いをします。加えて重要な仕

事は、邦人援護活動を医療面から支え

ます。海外で事故や災害、テロ等に巻

き込まれた日本人の医療面での支援

をします。また、医療インフラが整ってい

ない国に赴任した場合は、邦人援護

活動の一環として在留邦人に対しても

プライマリケアや緊急時の医療を担当

することがあります。これらの業務に加

えて、私の場合は、精神科医ですので

メンタルヘルス担当医としての役割が

付け加わります。

　職務内容を大雑把にまとめますと、

外務省員 7 千数百名の産業医であ

り、在外職員のプライマリケア医です。

時折、全世界に居る120 万人の在留

邦人や年間 1700 万人に及ぶ日本

人渡航者に対する援護活動として医

療的な支援を行います。

（在ニューヨーク総領事館；　　　　

　　2008 年 7月～ 2010 年 10月）

　最初の赴任地であるニューヨーク

は、メンタルヘルスの拠点公館としての

役割もあり、中南米を含む米州すべて

の広域を担当していました。幸い私の

任期中に出張を要する案件は無く、電

話での応対や指示で済ませる事がで

きました。ともあれ、在ニューヨーク総領

事館だけで現地職員を含めて 100 人

近くの職員が勤務している上に、巡回

担当公館である国際連合日本国政府

代表部にも100 人ほどの職員が居り、

これらの職員の家族を含めますと 300

人を超える職員と家族の健康管理と

プライマリケアを担っていました。また、

ニューヨークはご存知のように毎年秋

に国連総会が開かれるため、首相や外

務大臣が毎年来訪します。私が赴任し

た時期は、ちょうどオバマ大統領が就

任し、リーマンショックが起こった時期

でしたので頻繁に国際会議が開かれ、

多くの閣僚級の要人が来訪しました。

要人来訪で最も印象に残ったのは、

2009 年 7 月に天皇皇后両陛下がカ

ナダをご訪問された際に、当時医務官

の配置が無かったカナダに出張し、オ

タワからトロントまで両陛下のお供をさ

せていただいたことでした。また、ニュー

ヨークは在留邦人が５万人を超えてお

り、邦人を対象とした医師を含めた医

療専門科が多く活躍していました。私

の前任である仲本医務官（現外務省

診療所長）とコロンビア大学の本間教

授が設立した「邦人医療支援ネット

ワーク：略称ジャムズネット」の管理運

営を引き継ぎ、邦人コミュニティーに対

する定期的な健康イベントや講演会の

運営に関わりました。時には、関西医

大からは精神神経科の加藤准教授に

来ていただきニューヨークの在留邦人

に対して講演会を開催することもありま

した。もちろん自らが演者として話をする

こともありました。本間教授には、関西

医大からの研修生の受け入れにも応

じていただき、大学の国際交流に大き

なご助力を賜りました。

　また、バーモント大学へ研修に出て

いる関西医大の学生が同大学の木田

教授と共にニューヨークに来訪した際

には、コロンビア大学で研修中の学生

と合わせて総領事館に見学に来てい

ただき、ニューヨークの医療関係者と

の交流の場を設けた事もありました。そ

れから、日本の最先端医学研究者との

交流の場も企画しました。京都大学の

山中教授がラスカー賞を受賞されて

ニューヨークに来られた際には、総領

事公邸にお招きして設宴し、当地の日

本人医学研究者との交流を図りまし

た（写真 1）。

　邦人援護活動としては、ニューヨー

クには米国の医師免許を持った日本

人医師が精神科医を含めて多数居る

ため、直接在留邦人を診察したり緊急

移送に関わったりする事はありません

でした。2009 年 4 月に、ニューヨーク

で見つかった H1N1 インフルエンザ

は、あっという間にパンデミックとなり世

界中に拡散しました。この時は、発生源

とされる在メキシコ大使館の医務官や

ワシントンにいる在米国大使館の医務

官と協力しながら情報収集に努め、日

本の関係機関と連携して、時にはマス

コミにも対応しました。それから、2010

年 1 月に起こった関西医大の先輩で

ある須藤先生（17 回生）が活躍されて

いるハイチで起こった地震の際も、担

当の在ドミニカ共和国大使館の医務

官と協力しながら対応しました。

（在アルジェリア大使館；　　　　　

　　2010 年 10月～ 2012 年 5月）

　アルジェリアは、ニューヨークとは

打って変わって、500 名ほどの小さな

邦人コミュニティーでした。大使館で勤

務する職員と家族を会わせても 50 名

に満たない職員・家族の健康管理が

主な業務でした。首都であるアルジェ

市内に住む日本人も 60 名ほどでした

ので、大使の許可を得て、大使館医務

室で邦人の患者を診察する事はしばし

ばありました。在留邦人への医療情報

の提供として関西医大から精神神経

科学講座の木下教授に来て頂き、

2011 年 9 月に大使館でご講演をし

ていただいた事もあります。ニューヨー

クに比べると要人の来訪は少なく、

2010 年 12 月に当時の前原外務大

臣が来訪したのみでした。近隣のスペ

イン公館（在スペイン大使館；マドリッ

ド、在バルセロナ総領事館、在ラスパ

ルマス領事事務所）が、健康相談担

当公館でしたので電話による相談に

応じ、年に一度だけ、スペインへの出

張に出ました。2010 年 12 月に、隣国

のチュニジアで「ジャスミン革命」が起

き、その後、いわゆる「アラブの春」とい

われる北アフリカと中東につながる政

変が起こりました。当該国では邦人の

待避などの業務があり、チュニジア、エ

ジプトへ応援出張に出かけました。ま

た、外務省では、2010 年から厳しい生

活環境であるアフリカの公館に対して

メンタルヘルス巡回相談が始まり、欧

州・アフリカ地域のメンタルヘルス担

当医である在仏大使館；パリの医務

官から依頼を受けて、セネガル、ザンビ

アに出張に出ました（写真２、３）。その

際、出張した地域の精神医療環境を

視察する事ができました。2013 年1月

に起きたアルジェリアの石油プラントに

おけるテロにより邦人が人質に取られ

殺害された事件の際は、すでにタイへ

異動していましたが、後任の医務官と

連絡を取りつつ支援しました。

（在タイ大使館；

　　　　　　  2012年5月～現在）

　2012 年 5 月から在タイ大使館；

バンコクに異動しました。在タイ大使館

だけで現地職員を含めて 150 人近く

の職員が勤務しており、巡回担当公館

である在チェンマイ総領事館には 30

人ほど、在ブルネイ大使館にも 30 人

ほど、在コタキナバル（マレーシア；ボ

ルネオ島）領事出張事務所には 20

人ほどの職員が居り、これらの職員の

家族を含めますと 500 人近くの職員

と家族の健康管理とプライマリケアを

担っています。

　また、タイ（バンコク）は、ニューヨーク

と同様にメンタルヘルスの拠点公館と

しての役割があり、中東からオセアニア

までの広域を担当しています。そのた

め、タイは一般の医務官とメンタルヘル

ス担当の医務官の 2 人体制になって

います。当然、私はメンタルヘルスを担

当しています。2012 年度から全地域

に拡大されたメンタルヘルス巡回相談

のため、この 3 年間で、イラン、パキス

タン、ネパール、バングラデシュ、ミャン

マー、シンガポール、マレーシア、ラオ

ス、ベトナム、香港（中国）、インドネシ

ア、東ティモール、パプアニューギニ

ア、ソロモン諸島、ニュージーランドに

出張しました。

　また、タイは ASEAN の主要国であ

るため国際会議なども多く、首相や外

務大臣、閣僚等が頻繁に来訪します。

2012 年 6 月には皇太子殿下が来訪

され、2013 年 1 月には安倍首相が来

訪し（写真４）、そのための医療支援を

しました。

　タイは、在留邦人が約６万人居り、そ

のうち 5 万人がバンコクに居住してい

ます。タイの医師免許を持った日本人

医師が 2 名居り、日本語を話すタイ人

医師も多数居るため、日本人が受診す

る環境としては良好です。しかし、日本

人に対応出来る精神科医は居らず、そ

の他のメンタルヘルス専門家は日本人

心理士が数人居るのみです。そのた

め、精神科案件は、すべて大使館の私

のところに相談があります。加えて、バ

ンコク日本人学校は約 3,000 人の生

徒を抱えているため、様々な問題が生

じます。いわば、大使館の医務官が校

医的な役割を果たしているわけです。

私は、このような巨大な邦人コミュニ

ティーに対応するため、ニューヨークの

「邦人医療支援ネットワーク」をモデル

に、アジアを含む環太平洋地域の医

療関係者の交流の場として「邦人医

療支援ネットワークアジア；略称ジャ

ムズネット・アジア」を設立し、その管

理運営をしています。このジャムズネッ

ト・アジアと大使館の共催で、関西医

大からは精神神経科学講座の木下教

授をお招きし、2013 年 9 月に、バンコ

クの在留邦人に対して講演会を開催

しました。在留邦人対象の講演会で

は、もちろん、ニューヨークの時と同様

に自らが演者として話をすることもあり

ます。特にタイは「ロングステイヤー」と

言われるリタイア後の高齢日本人が多

く居住していることもあり、在留邦人の

高齢化が大変問題となっています。そ

のため、認知症に関する啓発活動とし

て講演会を行いました。

　関西医大との関係では、友田学長、

国際交流センター長の西山教授から、

アジアにおける国際医療交流のハブ

としてバンコクの提携先を構築するよう

に宿題をいただいており、現在はマヒド

ン大学熱帯医学部と交渉中です。ま

た、タイには日本の医学部を卒業し日

本の医師免許を持つ「日卒医」と呼ば

れる医師が 50 人近くいるため、日タイ

医療交流の礎となる日卒医との交流

の場を定期的に設けています。タイは

世界の中で邦人援護案件が最も多い

国の一つです。その中でも医療案件、

特に精神科絡みの案件が多い地域で

す。テロや事件の被害者の支援をした

り、精神障害者の対応をしたりすること

は、毎月数件あります。この 3 年間で

経験した広域感染症対策としては、

2014 年夏からギニアで発生したエボ

ラ出血熱は未だ収束していません。対

応にあたっている医務官の休養のため

に、2015 年 6 月に担当医務官代理

としてギニアに出張しました。その後も

関係する医務官と協力し合いながらエ

ボラ出血熱の対応にあたっています。

セネガル
チャロイ精神病院視察

ザンビア
チャイナマヒル精神病院視察

（写真 4） 安倍首相　タイ来訪時

広域の支援としては、2015 年 4 月に

起こったネパールの地震の際も、担当

医務官と協力しながら対応しました。

（関西医科大学精神神経科学講座

　　　　　  との人事交流をスタート）

　来年度から、関西医科大学精神神

経科学講座との人事交流をスタートさ

せる事ができました。現在のところ、メン

タルヘルス拠点公館である在タイ大使

館の精神科担当枠に同教室から２か

ら 3 年毎で精神科医を派遣するという

事で話がまとまっています。すでに、そ

の一人目の人事も決まりました。この人

事交流が円滑に進み、外務省と関西

医大との良好な関係が続くように見守

りたいと思います。

（写真 2） （写真 3） 
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　外務省の医務官という職務を、皆さ

んはご存知でしょうか。あまり聞き慣れ

ない言葉であると思います。いったい何

をしている仕事で、どのようにすればな

れるのか、といった質問をよく受けます。

私自身もこのような職務がある事を、大

学で公募されるまで知りませんでした。

私は、2007 年に大学に対して外務省

から「メンタルヘルスの人材を求めてい

る」公募があり、当時の日置学長から

推薦を頂き、その公募に応じて大学と

外務省の人事交流の枠で採用され、

2008 年 7 月に外務省に入省しまし

た。入省以来、2010 年まで在ニュー

ヨーク日本国総領事館で勤務し、続け

て 2010 年から 2012 年までは在ア

ルジェリア日本国大使館、2012 年か

ら現在に至るまで在タイ日本国大使館

に勤務しています。

（外務省医務官の役割）

　外務省医務官の職務は、外務省訓

令という法令で定められています。ざっ

くりとした内容を言いますと、専ら医務を

職務とする公務員であり、外交官の健

康管理を主な職務として、医務を通じ

た外交活動の支援をする仕事です。現

在、全世界に約 160 公館ある日本の

在外公館のうち 96 公館に 98 名の

医務官が配置されています。国内の外

務省診療所勤務の者や検疫所等へ

出向している者を合わせますと、現在

103 名の外務省医務官が活躍してい

ます。少し職務内容に関して詳しく説

明しますと、医務官の最も主たる業務

は、担当在外公館職員の健康管理と

プライマリケアです。医務官の配置さ

れていない公館には、近隣公館の担

当医務官が巡回します。巡回担当公

館の職員に対しても同様に健康管理

を担当します。巡回地を含めて担当地

域の医療環境や衛生状態の調査をし

て報告することも重要な仕事です。国

境を越えて拡がるような感染症に関し

ては、我々が先頭に立って情報収集を

します。あとは、担当地域に来訪する要

人に対する医療支援をして外交活動

のお手伝いをします。加えて重要な仕

事は、邦人援護活動を医療面から支え

ます。海外で事故や災害、テロ等に巻

き込まれた日本人の医療面での支援

をします。また、医療インフラが整ってい

ない国に赴任した場合は、邦人援護

活動の一環として在留邦人に対しても

プライマリケアや緊急時の医療を担当

することがあります。これらの業務に加

えて、私の場合は、精神科医ですので

メンタルヘルス担当医としての役割が

付け加わります。

　職務内容を大雑把にまとめますと、

外務省員 7 千数百名の産業医であ

り、在外職員のプライマリケア医です。

時折、全世界に居る120 万人の在留

邦人や年間 1700 万人に及ぶ日本

人渡航者に対する援護活動として医

療的な支援を行います。

（在ニューヨーク総領事館；　　　　

　　2008 年 7月～ 2010 年 10月）

　最初の赴任地であるニューヨーク

は、メンタルヘルスの拠点公館としての

役割もあり、中南米を含む米州すべて

の広域を担当していました。幸い私の

任期中に出張を要する案件は無く、電

話での応対や指示で済ませる事がで

きました。ともあれ、在ニューヨーク総領

事館だけで現地職員を含めて 100 人

近くの職員が勤務している上に、巡回

担当公館である国際連合日本国政府

代表部にも100 人ほどの職員が居り、

これらの職員の家族を含めますと 300

人を超える職員と家族の健康管理と

プライマリケアを担っていました。また、

ニューヨークはご存知のように毎年秋

に国連総会が開かれるため、首相や外

務大臣が毎年来訪します。私が赴任し

た時期は、ちょうどオバマ大統領が就

任し、リーマンショックが起こった時期

でしたので頻繁に国際会議が開かれ、

多くの閣僚級の要人が来訪しました。

要人来訪で最も印象に残ったのは、

2009 年 7 月に天皇皇后両陛下がカ

ナダをご訪問された際に、当時医務官

の配置が無かったカナダに出張し、オ

タワからトロントまで両陛下のお供をさ

せていただいたことでした。また、ニュー

ヨークは在留邦人が５万人を超えてお

り、邦人を対象とした医師を含めた医

療専門科が多く活躍していました。私

の前任である仲本医務官（現外務省

診療所長）とコロンビア大学の本間教

授が設立した「邦人医療支援ネット

ワーク：略称ジャムズネット」の管理運

営を引き継ぎ、邦人コミュニティーに対

する定期的な健康イベントや講演会の

運営に関わりました。時には、関西医

大からは精神神経科の加藤准教授に

来ていただきニューヨークの在留邦人

に対して講演会を開催することもありま

した。もちろん自らが演者として話をする

こともありました。本間教授には、関西

医大からの研修生の受け入れにも応

じていただき、大学の国際交流に大き

なご助力を賜りました。

　また、バーモント大学へ研修に出て

いる関西医大の学生が同大学の木田

教授と共にニューヨークに来訪した際

には、コロンビア大学で研修中の学生

と合わせて総領事館に見学に来てい

ただき、ニューヨークの医療関係者と

の交流の場を設けた事もありました。そ

れから、日本の最先端医学研究者との

交流の場も企画しました。京都大学の

山中教授がラスカー賞を受賞されて

ニューヨークに来られた際には、総領

事公邸にお招きして設宴し、当地の日

本人医学研究者との交流を図りまし

た（写真 1）。

　邦人援護活動としては、ニューヨー

クには米国の医師免許を持った日本

人医師が精神科医を含めて多数居る

ため、直接在留邦人を診察したり緊急

移送に関わったりする事はありません

でした。2009 年 4 月に、ニューヨーク

で見つかった H1N1 インフルエンザ

は、あっという間にパンデミックとなり世

界中に拡散しました。この時は、発生源

とされる在メキシコ大使館の医務官や

ワシントンにいる在米国大使館の医務

官と協力しながら情報収集に努め、日

本の関係機関と連携して、時にはマス

コミにも対応しました。それから、2010

年 1 月に起こった関西医大の先輩で

ある須藤先生（17 回生）が活躍されて

いるハイチで起こった地震の際も、担

当の在ドミニカ共和国大使館の医務

官と協力しながら対応しました。

（在アルジェリア大使館；　　　　　

　　2010 年 10月～ 2012 年 5月）

　アルジェリアは、ニューヨークとは

打って変わって、500 名ほどの小さな

邦人コミュニティーでした。大使館で勤

務する職員と家族を会わせても 50 名

に満たない職員・家族の健康管理が

主な業務でした。首都であるアルジェ

市内に住む日本人も 60 名ほどでした

ので、大使の許可を得て、大使館医務

室で邦人の患者を診察する事はしばし

ばありました。在留邦人への医療情報

の提供として関西医大から精神神経

科学講座の木下教授に来て頂き、

2011 年 9 月に大使館でご講演をし

ていただいた事もあります。ニューヨー

クに比べると要人の来訪は少なく、

2010 年 12 月に当時の前原外務大

臣が来訪したのみでした。近隣のスペ

イン公館（在スペイン大使館；マドリッ

ド、在バルセロナ総領事館、在ラスパ

ルマス領事事務所）が、健康相談担

当公館でしたので電話による相談に

応じ、年に一度だけ、スペインへの出

張に出ました。2010 年 12 月に、隣国

のチュニジアで「ジャスミン革命」が起

き、その後、いわゆる「アラブの春」とい

われる北アフリカと中東につながる政

変が起こりました。当該国では邦人の

待避などの業務があり、チュニジア、エ

ジプトへ応援出張に出かけました。ま

た、外務省では、2010 年から厳しい生

活環境であるアフリカの公館に対して

メンタルヘルス巡回相談が始まり、欧

州・アフリカ地域のメンタルヘルス担

当医である在仏大使館；パリの医務

官から依頼を受けて、セネガル、ザンビ

アに出張に出ました（写真２、３）。その

際、出張した地域の精神医療環境を

視察する事ができました。2013 年1月

に起きたアルジェリアの石油プラントに

おけるテロにより邦人が人質に取られ

殺害された事件の際は、すでにタイへ

異動していましたが、後任の医務官と

連絡を取りつつ支援しました。

（在タイ大使館；

　　　　　　  2012年5月～現在）

　2012 年 5 月から在タイ大使館；

バンコクに異動しました。在タイ大使館

だけで現地職員を含めて 150 人近く

の職員が勤務しており、巡回担当公館

である在チェンマイ総領事館には 30

人ほど、在ブルネイ大使館にも 30 人

ほど、在コタキナバル（マレーシア；ボ

ルネオ島）領事出張事務所には 20

人ほどの職員が居り、これらの職員の

家族を含めますと 500 人近くの職員

と家族の健康管理とプライマリケアを

担っています。

　また、タイ（バンコク）は、ニューヨーク

と同様にメンタルヘルスの拠点公館と

しての役割があり、中東からオセアニア

までの広域を担当しています。そのた

め、タイは一般の医務官とメンタルヘル

ス担当の医務官の 2 人体制になって

います。当然、私はメンタルヘルスを担

当しています。2012 年度から全地域

に拡大されたメンタルヘルス巡回相談

のため、この 3 年間で、イラン、パキス

タン、ネパール、バングラデシュ、ミャン

マー、シンガポール、マレーシア、ラオ

ス、ベトナム、香港（中国）、インドネシ

ア、東ティモール、パプアニューギニ

ア、ソロモン諸島、ニュージーランドに

出張しました。

　また、タイは ASEAN の主要国であ

るため国際会議なども多く、首相や外

務大臣、閣僚等が頻繁に来訪します。

2012 年 6 月には皇太子殿下が来訪

され、2013 年 1 月には安倍首相が来

訪し（写真４）、そのための医療支援を

しました。

　タイは、在留邦人が約６万人居り、そ

のうち 5 万人がバンコクに居住してい

ます。タイの医師免許を持った日本人

医師が 2 名居り、日本語を話すタイ人

医師も多数居るため、日本人が受診す

る環境としては良好です。しかし、日本

人に対応出来る精神科医は居らず、そ

の他のメンタルヘルス専門家は日本人

心理士が数人居るのみです。そのた

め、精神科案件は、すべて大使館の私

のところに相談があります。加えて、バ

ンコク日本人学校は約 3,000 人の生

徒を抱えているため、様々な問題が生

じます。いわば、大使館の医務官が校

医的な役割を果たしているわけです。

私は、このような巨大な邦人コミュニ

ティーに対応するため、ニューヨークの

「邦人医療支援ネットワーク」をモデル

に、アジアを含む環太平洋地域の医

療関係者の交流の場として「邦人医

療支援ネットワークアジア；略称ジャ

ムズネット・アジア」を設立し、その管

理運営をしています。このジャムズネッ

ト・アジアと大使館の共催で、関西医

大からは精神神経科学講座の木下教

授をお招きし、2013 年 9 月に、バンコ

クの在留邦人に対して講演会を開催

しました。在留邦人対象の講演会で

は、もちろん、ニューヨークの時と同様

に自らが演者として話をすることもあり

ます。特にタイは「ロングステイヤー」と

言われるリタイア後の高齢日本人が多

く居住していることもあり、在留邦人の

高齢化が大変問題となっています。そ

のため、認知症に関する啓発活動とし

て講演会を行いました。

　関西医大との関係では、友田学長、

国際交流センター長の西山教授から、

アジアにおける国際医療交流のハブ

としてバンコクの提携先を構築するよう

に宿題をいただいており、現在はマヒド

ン大学熱帯医学部と交渉中です。ま

た、タイには日本の医学部を卒業し日

本の医師免許を持つ「日卒医」と呼ば

れる医師が 50 人近くいるため、日タイ

医療交流の礎となる日卒医との交流

の場を定期的に設けています。タイは

世界の中で邦人援護案件が最も多い

国の一つです。その中でも医療案件、

特に精神科絡みの案件が多い地域で

す。テロや事件の被害者の支援をした

り、精神障害者の対応をしたりすること

は、毎月数件あります。この 3 年間で

経験した広域感染症対策としては、

2014 年夏からギニアで発生したエボ

ラ出血熱は未だ収束していません。対

応にあたっている医務官の休養のため

に、2015 年 6 月に担当医務官代理

としてギニアに出張しました。その後も

関係する医務官と協力し合いながらエ

ボラ出血熱の対応にあたっています。

セネガル
チャロイ精神病院視察

ザンビア
チャイナマヒル精神病院視察

（写真 4） 安倍首相　タイ来訪時

広域の支援としては、2015 年 4 月に

起こったネパールの地震の際も、担当

医務官と協力しながら対応しました。

（関西医科大学精神神経科学講座

　　　　　  との人事交流をスタート）

　来年度から、関西医科大学精神神

経科学講座との人事交流をスタートさ

せる事ができました。現在のところ、メン

タルヘルス拠点公館である在タイ大使

館の精神科担当枠に同教室から２か

ら 3 年毎で精神科医を派遣するという

事で話がまとまっています。すでに、そ

の一人目の人事も決まりました。この人

事交流が円滑に進み、外務省と関西

医大との良好な関係が続くように見守

りたいと思います。

（写真 2） （写真 3） 
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　本学 MESS(Medical English Speaking Society) は医学教育センター長である木下洋特命教授に顧問として支えて

いただきつつ、学内最大規模の 70 名を超える部員を擁し日々活動を行っております。これもひとえに、グローバル化を目指

す本学の方針を学生が理解し、先生方のサポートのもと、各々が積極的に英語を学んでいこうとする姿勢の賜物であると自

負しています。この度、活動報告の機会を与えていただきまして、部員の活動の実際は多岐に渡るのですが、MESS 全体

での活動を記載させていただきます。

　具体的な活動と致しましては、昨年までと同様に英語力の向上を目指し、ネイティブの先生との英会話レッスンを中心とし

て英語発音レッスンや TOEIC レッスンなどを幅広く行っております。そんな中で学内の活動だけに留まらず、MESS では 2

つの外部団体に加盟し養った英語力を発揮しています。

　その一つと致しまして、WJEMA( 西日本医科歯科薬科学生 ESS 連盟 ) に加盟し、毎夏には主催のスピーチ大会へ出

場しております。上級生のサポートのもと、主に下級生が出場します。結果としては、今年度は残念ながら決勝進出を逃し

たものの、夏季休暇返上で臨んだこの経験は必ず今後に活かされるものと思います。

　またもう一つの団体として、医学生の国際連合体である IFMSA (International Federation of Medical Students’ 

Association)

に加盟し、この連盟を通じて 8 月には交換留学を行いました。本プログラムより今年度はイタリアからGerardo Perrotta 君、

ロシアから Sanechka Slavina さんの 2 名を受け入れました。二人とも本学のたくさんの先生方のご協力のもと、8 月の約

1 か月間の間、附属枚方病院の診療科にて病院実習を行いました。この間 MESS 部員も休日には共に観光地に出かける

など、各方面でサポートさせていただきました。顧問の木下洋先生にも別荘での PL 花火大会鑑賞へ留学生ともども招待し

ていただきまして、ご馳走と迫力満点の花火を前に素晴らしい時間を過ごすことができました。留学生も本来の目的である病

院実習だけに留まらず、日本での留学を堪能できたようで、重ねて先生方、部員に感謝申し上げます。

　今年度からは新たな試みと致しまして、本学国際交流センターと協力させていただき学内の留学生の皆さんと MESS 部

員の交流を活発にしていければと企画を練っております。その第一弾として、学内留学生の皆さんと MESS 部員でお互い

の意見を出し合う座談会を行い、学園祭にて出店をする運びとなりました。まだ準備段階な上、初めての試みですので手さ

ぐり状態ではありますが、だからこそ一致団結してお互いによき思い出となるよう、そして今後につながるよう最後まで楽しく進

めていきたいと考えている次第でございます。何卒よろしくお願いいたします。

IFMSA 留学生
前方左より、Gerardo Perrotta 君、Sanechka Slavinaさん

学内留学生とMESS 部員座談会

MESS活動報告

【Summary】

  MESS (Medical English Speaking Society) has started around 1975. More than 70 students belong to 

MESS club. Our main activity is to interact with students and people from abroad in English. Thanks to the 

support of Prof. Kinoshita and all teachers, we are challenging to be internationally-minded people. By 

cooperating with Center for International Exchange of this university, we are also planning to interact with 

international students and researchers from abroad.

A Report on the Activities of MESS
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　2015 年 11 月 20 日（金）、伊藤誠二副学長がベトナム社会主義共和国を訪問し、ハノイ医科大学と「学術交

流協定」を締結しました。1902 年創立のハノイ医科大学は、ベトナムの首都・ハノイ市にある最古の大学であり、

北ベトナム随一の医療系大学として知られる由緒ある大学。2008 年にはベトナムで初めてとなる大学病院を開設する

など、東アジアにおける医学・医療分野のフロント・ランナーとして成長を続けています。

　今回の学術交流協定締結によって本学は、歴史と伝統、実績を誇るハノイ医科大学と、教職員だけでなく研究者・

学生の相互派遣を行うなど、日越両国の医療技術と人材の交流を活発化。医療・医学分野における国際化・高度化・

複雑化の波に呑まれることなく、互いの医学教育・研究・診療の充実と発展を狙います。

  On November 20th 2015, Prof. Seiji Ito, Vice President, visited Vietnam and have concluded the agreement 

on academic exchange with Hanoi Medical University.

 Hanoi Medical University was established in 1902 and it is the oldest university in Hanoi, the capital of 

Vietnam. HMU is a prestigious medical university in northern Vietnam which has set up the Vietnam’s first 

university hospital in 2008 and is leading the medical field in East Asia. 

  With this agreement, we will exchange the faculties, researchers and students with HMU. We will expect 

the exchange of medial techniques and personnel will be livelier between Vietnam and Japan. 

To keep up with the globalization, sophistication and complication of medical field, we will promote and 

enhance the medical education, research and medical care together.

ハノイ医科大学　学術交流協定締結
Conclude Academic Agreement with Hanoi Medical University

協定書を前に、記念撮影に応じる伊藤副学長

Rector. Nguyen Duc Hinh and Prof. Ito with agreement

News from Center for International Exchange

国際交流センター・ニュース
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　2015 年 6 月 3 日（水）、枚方学舎 13 階応接室にて、国外臨床教授認証式が行われ、国外臨床実習先であ

るドイツ・レバークーゼン総合病院の Karl-Heinz Vestweber 教授に友田学長から委嘱状と記念品が手渡されました。

認証式には友田学長のほか、野村教務部長、權教授、西山国際交流センター長、木下医学教育センター長、里

井准教授、Karl-Heinz Vestweber 教授のご家族も出席し、終始和やかな雰囲気で談笑が絶えない式となりました。

　その後、第一講義室にて Karl-Heinz Vestweber 教授による“The German system of medical students 

and what we think is important”と題した特別講演が行われ、実習でお世話になった学生や国際交流に関心が

ある学生たちが熱心に聴き入っていました。

 On June 3rd, 2015, the conferment ceremony for Kansai Medical University overseas clinical professor to 

Prof. Karl-Heinz Vestweber of Leverkusen General Hospital of Germany took place in the reception room in 

Hirakata campus. President Tomoda gave the letter of appointment and gift to Prof. Karl-Heinz Vestweber. 

President Tomoda, Prof. Nomura, Prof. Kon, Prof. Nishiyama, Prof. Kinoshita, Associate Prof. Satoi and the 

family of Prof. Vestweber attended the ceremony and it was hold in a very pleasant atmosphere.

 After the ceremony, in the 1st lecture room Prof. Karl-Heinz Vestweber gave a special lecture “The German 

system of medical students and what we think is important” and the students who have participated the 

overseas clinical program in Leverkusen and the students who are interested in international exchange 

attended.

国外臨床教授認証式・特別講演
The Conferment Ceremony for Kansai Medical University Overseas Clinical Professor

 and the Special Lecture

News from Center for International Exchange
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　2015 年 10 月 20 日（火）、本学の国際交流協定締結校であり、国外臨床実習先でもあるアメリカ・バーモント大

学医学部の Debra Leonard 教授と木田正俊教授がご来学されました。

　山下理事長、友田学長を表敬訪問された後、学生の講義風景や図書館、歴史資料室、シミュレーションセンター、解

剖実習室、附属生命医学研究所、ゲストルームなどの大学施設のほか、病理部や手術室などの病院施設もご見学され

ました。

　その後、Debra Leonard 教授による、“Cancer Genomics”と題した大学院講座が行われ、大学院生や教職員

ほか、国外臨床実習でお世話になった学生が熱心に聴き入っていました。

  On October 20th, 2015, Prof. and Chair. Debra Leonard and Prof. Masatoshi Kida of the Department of 

Pathology and Laboratory Medicine, the University of Vermont College of Medicine and the University of 

Vermont Medical Center providing overseas clinical training to KMU students, visited the Hirakata Campus 

and Hospital.

  After they made a courtesy call on Prof. Yamashita, the chair of the board, and Prof Tomoda, the president, 

they had a look at the lectures and visited the university library, the historical archives, the clinical simulation 

center, the dissection practice room, the institute of biomedical science in Hirakata Campus, the guest room, 

the pathological department and the operation room in KMU Hirakata Hospital.

  The graduate school lecture entitled “Cancer Genomics” was hold and graduate students, faculty and 

undergraduate students, who joined the overseas clinical training at University of Vermont, participated and 

listened attentively to the lecture.

バーモント大学Debra Leonard教授、木田正俊教授来学
Prof. Debra Leonard and Prof. Masatoshi Kida of the University of Vermont Visit KMU

News from Center for International Exchange
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　2016 年 3 月 22 日に枚方学舎 4 階中会議室に
て大学院学位記授与式と留学研究賞授与式が執り
行われました。論文審査に合格（論文題目「Role of 
JNK in late nerve regeneration monitored by in 
vivo imaging of thy1-YFP transgenic mice」）し
た Nguyen Huu Tuさん（医化学講座・大学院 4 年）
に博士（医学）の学位が授与され、同論文に対して、平
成 27 年度 関西医科大学留学研究賞が贈られまし
た。Tuさんのご家族や他の留学生も授与式に参列し、
共に喜ばれました。Tu さんは大学院修了後 1 年間、
特別研究員として本学で研究を続けます。今後のご活
躍をお祈りします。

 On March 22nd, 2016, the ceremony for Kansai Medical University 
Award for the International Research Program in 2015 and the 
graduate school commencement ceremony was hold in the conference 
room, Hirakata Campus 4F. Mr. Nguyen Huu Tu (Medical Chemistry, 
4th year graduate student), who had passed doctorates thesis 
examination (thesis title: “Role of JNK in late nerve regeneration 
monitored by in vivo imaging of thy1-YFP transgenic mice”), was 
conferred the degree of Doctor of Medical Science (Ph.D.) and won 
the award. International students and his family came to see the 
ceremonies. For next one year, he will continue his research in KMU 
as a research fellow. We wish him continued success and prosperity.

Nguyen Huu Tuさん、博士（医学）の学位取得、留学生研究賞受賞
Mr. Nguyen Huu Tu was conferred the degree of Doctor of Medical Science (Ph.D.) 

and won the Kansai Medical University Award for the International Research Program

友田学長、楠本教授（形成外科学講座主任）と
学位記を手にするPriscillaさん

Ms. Priscilla Valentin Notodihardjo having the diploma
 with President Tomoda and Prof. Kusumoto 

(Director of Plastic and Reconstructive Surgery Department)

　2015 年 9 月 29 日（火）15 時 30 分から枚方学舎 4 階中会議室にて、大学院学位
記授与式が執り行われ、論文審査に合格（論文題目｢Gelatin hydrogel impregnated 
with platelet-rich plasma releasate promotes angiogenesis and wound 
healing in murine model｣）した 形 成 外 科 学 講 座 の 研 究 員 Priscilla Valentin 
Notodihardjoさんに博士（医学）の学位が授与されました。

 On September 29th, 2015, the graduate school commencement ceremony was 
hold in the conference room, Hirakata Campus 4F. Ms. Priscilla Valentin 
Notodihardjo (Plastic and Reconstructive Surgery, Researcher), who had 
passed doctorates thesis examination (thesis title: “Gelatin hydrogel impregnat-
ed with platelet-rich plasma releasate promotes
angiogenesis and wound healing in murine model”), was conferred the degree of 
Doctor of Medical Science (Ph.D.).

Priscilla Valentin Notodihardjoさんに博士（医学）の学位
Conferred the Degree of Doctor of Medical Science (Ph.D.) to

Ms. Priscilla Valentin Notodihardjo

左上：留学研究賞授与式にて友田学長、髙橋副センター長と
右上：留学研究賞授与式にてご家族、留学生と
下：大学院学位記授与式にて（後列左から3人目）

News from Center for International Exchange
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　2015 年 6 月 26 日（金）、リーガロイヤルホテル大阪において西村奨学財団奨学生認定証書授与
式が行われました。今年度新しく奨学生に選ばれた Phan Thi Xuan Vienさん（内科学第一講座 大学
院 3 年）とDambajamts Enkh-Undraaさん（公衆衛生学講座 大学院 3 年）が出席し、西村元延理
事長から認定証書が手渡されました。
　授与式終了後には懇親会が催され、奨学生による日本語と英語での自己紹介が行われるなど、和や
かな雰囲気の中、本学の学生も他大学の奨学生と親睦を深めていました。

 On July 26th, 2015, the ceremony for New Nishimura Scholarship Students was taken 
place at Rihga Royal Hotel Osaka. Ms. Phan Thi Xuan Vien (First Department of Internal 
Medicine, Graduate School 3rd year) and Ms. Dambajamts Enkh-Undraa (Public Health, 
Graduate School 3rd year) attended and were given the certificate of Nishimura Scholarship 
Student by Foundation Director, Motonobu Nishimura.
After the ceremony, the social gathering was held and all scholarship students introduced 
themselves in Japanese and English and Ms. Phan and Ms. Undraa talked with the 
scholarship students from other universities and promoted friendship in a pleasant 
atmosphere.

西村奨学財団奨学生認定証書授与式
Ceremony for New Nishimura Scholarship Studentsjo

　2015 年 9 月 13 日（日）に行われた第 35 回産婦人科漢方研究会学術集会の全演題 30 件の
中から王 澤蘊さん（公衆衛生講座 大学院 4 年）『ラット下垂体腫瘍細胞 MtT/Seを用いた漢方
製剤のエストロゲン様作用の検討／王 澤蘊、神田 靖士、下埜 敬紀、岡崎 はるか、ラーマニーガ
オ・ペーオペット、西山 利正』が優秀演題賞を受賞しました。

【発表内容】
　婦人科で更年期障害などに対して処方される漢方薬には、植
物エストロゲンが含まれ、それにより症状を緩和するものと推察さ
れるが、詳細な機序についてはまだ明らかにされていない。漢方
薬はそれ自身に植物エストロゲン様作用を持つ、またはこれらの漢方薬が体内で代謝されその代謝物が同様のエストロゲ
ン作用などの薬理作用を発揮することで更年期障害に効果を示すと考えられる。
　昨年、同研究会で数種類の漢方製剤がエストロゲン活性を有することを報告した。さらなる薬理作用解明を目的として
エストロゲン応答性のラット下垂体腫瘍細胞 MtT/Se の増殖活性を指標として、更年期障害に使用される漢方製剤及
びそれぞれの構成生薬を用いて検討した結果、3 種類（温経湯、加味逍遥散、女神散）の漢方製剤にエストロゲン活性
が認められた。

王澤蘊さんに第35回産婦人科漢方研究会学術集会優秀演題賞
Ms. Wang Zeyun win an Award at

the 35th Academic Meeting of Gynecotological Herbal Medicine Study Group

News from Center for International Exchange
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　2015 年 6 月 8 日（月）、ベトナム第 175 病院長及び病院関係者の方々が、日本と
ベトナムとの国際交流の一環として本学を訪問され、枚方学舎 13 階応接室にて、友田
学長、中村教授、木下医学教育センター長臨席のもと、本学との医療分野における交
流や相互の連携について話し合いました。その後、ベトナム出身の Nguyen Huu Tuさ
ん（医化学講座・大学院 4 年）と共に枚方学舎の歴史資料室やシミュレーションセン
ター、附属枚方病院の病理部や NICU、放射線部の CT、MRI、血管造影 IVR 室、健
康科学センターなどを熱心にご見学さ
れました。

 On June 8th, 2015, to promote 
international exchange between 
Vietnam and Japan, the director 
of 175 Military Hospital in 
Vietnam and the hospital officials 
made a courtesy visit to Kansai 

Medical University. In the reception room in Hirakata campus, with President. Tomoda, Prof. 
Nakamura and Prof. Kinoshita, Director of Center for Medical Education, they had a talk 
about medical exchange and mutual medical collaboration with 175 Military Hospital and 
Kansai Medical University. With Mr. Nguyen Huu Tu from Vietnam (Medical Chemistry, 
Graduate School 4th year), they visited the historical archives, the clinical simulation center 
in Hirakata campus, the pathology, CT of theRadiology Department, MRI and the angioplasty 
IVR room and the health science center in KMU Hirakata hospital.

ベトナム第175病院長表敬訪問
Courtesy Call of 175 Military Hospital in Vietnam

　生命科学の分野におけるわが国および諸外国相互の研究の発展と国際交流の推進に寄与することを目的とする「上原記念生命科学財団」の来日研究
助成に、本学の Nguyen Thanh Huanさん（内科学第二講座・大学院 2 年）が本学留学生として初めて採択されました。

　また、勉学・研究のために日本に在留している私費外国人留学生に対し、日
本全国のロータリアンからの寄付金を財源に奨学金を支給し支援する民間の
奨学財団である「ロータリー米山記念奨学会」の 2016 年度奨学生として、
Cao Thi Thu Haさん（健康科学講座・大学院 3 年）、Andharia Naazさん

（生理学第一講座・大学院 2 年）2 名が選ばれました。4ヵ月半にわたり、日本
語の面接練習に取り組んだ成果が実りました。

　おめでとうございます。これからも、本学で将来の夢に向かって頑張ってください。

  Mr. Nguyen Thanh Huan (Internal Medicine 2, 2nd year graduate student) was selected as the first international student in KMU for the 
scholarship of the Uehara Memorial Foundation which aims to contribute to the development of the research in life science in Japan and 
other countries and the promotion international exchange.
  In addition, Ms. Cao Thi Thu Ha (Health Science, 3rd year graduate student) and Ms. Andharia Naaz (Physiology 1, 2nd year graduate 
student) were selected as scholarship students of Rotary Yoneyama Memorial Foundation which provides privately sponsored scholarships 
to foreign students pursuing academic studies and/or research in Japan. Their efforts, practicing an interview in Japanese for four months 
and half, have borne great results.
  Congratulations! We hope all of them work toward their goal or a dream in our university.

上原記念生命科学財団・ロータリー米山記念奨学会より助成金／奨学金受給が決定
Our International Students were Selected for the Scholarship

of the Uehara Memorial Foundation and Rotary Yoneyama Memorial Foundation

Andharia Naazさん　 Cao Thi Thu Haさん Nguyen Thanh Huanさん

News from Center for International Exchange
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　平成 28 年 3 月 24 日（木）、日本記者クラブにて日本国連加盟 60 周年記念シリーズ企画「国連と日本人」が催され、国連事務総長室 シニア・
オフィサーである小野舞純氏が「持続可能な開発目標（SDGs）」と題した講演を行いました。SDGsとは経済成長、社会的包摂、環境保護という相
互に関連する要素に配慮しながら、2030 年までに達成するべき地球規模の課題を掲げた行動計画であり、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ、不
平等と闘う、気候変動と対処するなど計 17 項目からなり、それぞれ具体的な行動目標や削除目標を設定したものです。本学も SDGs 実現に向けて、
貢献していきたいと考えています。

 On March 24th, 2016, Ms. Masumi Ono (Senior Officer, Executive Office of the Secretary-General, United Nations) spoke about “SDGs” 
in the press conference at Japan National Press Club in commemoration of the 60th anniversary of Japan’s accession to United Nations. 
SDGs (Sustainable Development Goals) is an action plan which promotes the 2030 global agenda with sensitivity for economic growth, 
social inclusion and environmental protection as interrelated elements. It contains 17 goals which include ending poverty, reducing 
inequalities and combating climate change and set specific actions and reduction targets. We hope to contribute to SDGs.

日本国連加盟60周年記念シリーズ企画「国連と日本人」
“United Nations and the Japanese”

国際連合広報センター（United Nations Information Centre） http://www.unic.or.jp/

  2015 年 10月22日（木）、枚方学舎 2 階学生セミナー室 2Cにて西山国際交流センター長（公
衆衛生学講座主任教授）による国連創設 70 周年国連デー記念講演「国連機関における国際
医療協力の重要性」が行われ、国連組織の概要から国連での医学・医療の位置付けなどを分か
りやすく説明されました。
　友田学長、木下医学教育センター長のほか国際的な医療活動に興味のある学生が参加し、熱
心に耳を傾けていました。
  講演後には、友田学長から本学のアカデミックインパクト加盟の経緯などの説明があり、今後関
西医科大学がどのような国際貢献をすべきかといった将来像を語りました。

 On October 22nd, 2015, at Student Seminar Room 2C in Hirakata Campus, Prof. 
Nishiyama (Director of Center for International Exchange, Chief Professor of Public 
Health Department) delivered a lecture on UN’s 70th anniversary ”The importance of 
international medical cooperation related to UN institutions” and explained about the UN organization and the UN medical 
activities plainly.
 President Tomoda, Prof. Kinoshita (Director of Center for Medical Education) and the students who are interested in international medical 
activities participated and listened to the lecture diligently.
 After the lecture, President Tomoda explained the how and why KMU joined the UN Academic Impact and spoke the future vision about 
how KMU should make the international contribution.

国連創設70周年国連デー記念講演
Lecture on UN’s 70th Anniversary

News from Center for International Exchange
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　2015 年 10 月 26 日（月）、17 時 15 分から枚方学舎 2 階学生セミナー室 2C にて、西山国際
交流センター長司会のもと、国際交流セミナーが開催されました。国外臨床実習先であるカリフォルニ
ア大学サンフランシスコ校の長尾正人准教授を講師に招き『グローバルヘルス：米国からみた日本
の医療』と題して、日米の医学教育、医療制度の比較、オバマケアや日本の TPP 参加による医療の
これからについて講演いただきました。
　講演には、友田学長、菅准教授、カリフォルニ
ア大学サンフランシスコ校にて実習に参加した学
生や国際交流に興味のある教職員、学生が参加
し、講演後は活発な質疑応答が行われました。

 On October 26th, 2015, in Student Seminar 
Room 2C in Hirakata Campus, the 

International Exchange Seminar was hold with Prof. Nishiyama, the Director of Center for 
International Exchange as a chairperson. We invited Dr. Masato Nagao (Associate Clinical 
Professor, Department of Orthopedic Surgery, University of California, San Francisco) as a 
guest lecturer. He gave a lecture “Global Health: Japanese and American Medical Care” 
and spoke about the comparison of the medical education and health system in Japan and 
the U.S., the future issues concerning Obama Care and Japan’s participation in TPP.
 President Tomoda, Associate Professor Suga, students and faculty members participated 
and had vigorous question-and-answer session at the end of the seminar.

国際交流セミナー開催
International Exchange Seminar

　2015 年 7 月 9 日（木）、枚方学舎 4 階カフェテリアにて第 1 回留学生座談会「International 
KMU Café」を開催しました。留学生 15 名と国際交流センター担当職員 3 名の計 18 名が参加し、
交流を深めるとともに、留学生が抱える色々な問題や要望について意見交換を行いました。
　また、9 月 7 日（月）には第 2 回を開催し、留学生 13 名とMESS の学生 8 名、国際交流センター
担当職員 2 名の計 23 名が参加しました。Language Exchange や霜月祭の留学生ブース出店、
今後の交流イベントについて話し合いました。
　引き続き、国際交流センターでは留学生と学生が交流する機会を企画していく予定です。

 On July 9th, 2015, the 1st round-table 
talk “KMU International Café” was held at 

the cafeteria in Hirakata campus 4F. 15 international students and 3 staff of Center for 
International Exchange took part in and had a good time to talk about their daily problems 
and requests for us. 
 On September 7th, the 2nd round-table talk was held and 13 international students, 8 
students of MESS and 2 staff of Center for International Exchange participated. The 
students talked about Language Exchange, KMU school festival and international 
exchange events. 
 We are going to organize more events like this for the exchange students and the 
undergraduates.

留学生座談会「KMU International Café」開催
Round-table Talk “KMU International Café”

第1回KMU International Caféの様子

第2回KMU International Caféの様子

News from Center for International Exchange
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　2015 年 10月31日（土）と11月1日（日）の2日間実施された本学大学祭『霜月祭』
に、本学在籍の留学生が初出店し、各国の母国料理や雑貨を販売しました。
　留学生 12 名とMESS の学生 10 名が参加し、ブースの飾り付け、調理、販売等、
前日準備から当日まで 3 日間にわたり協力して運営しました。
　2 日間とも多くの人で賑わい、水餃子、ベトナムフォー、インドカレー等、留学生の母国
料理は約 3 時間で完売となるほど、大変好評でした。また、ラオスシルクの繊細な刺繍や
手織り方法についての説明や販売が行われ、より多くの方に留学生の母国について
知ってもらえる良い機会となりました。
　留学生ブースでは終始笑い声が絶えることなく、留学生と学生は英語と日本語でコ
ミュニケーションを取り、積極的に交流を深めていました。また、学外の国際交流関係の
方も来学され、更なる交流の輪を広げることができました。

 On October 31st and November 1st, the international students in KMU sold their 
country’s foods and souvenirs at the festival booth in the KMU's school 
festival, “Shimotsukisai”.
 It bustles with many customers for two days and the international foods, 
Chinese boiled dumpling, Vietnamese noodle soup, fried spring roll and Indian 
curry, were sold out due to high popularity in about three hours. And an 
international student from Laos sold Lao Silk with the introduction and 
explanation of its delicate needlework and handweaving. It was a good 
opportunity for the international students to introduce their culture and cuisine 
to more people.
 The booth was always full of laughter. The international and Japanese 
students communicated with each other in English and Japanese and 
deepened friendship actively through the festival. Besides, the person working 
for an international exchange organization came to the festival and we could 
expand the circle of international exchange.

霜月祭にて本学留学生が母国料理・雑貨を販売
First Stall of the International Students in KMU School Festival

Lao SilkIndian Curry

Chinese Boild DumplingVietnamese Noodle Soup
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教育支援課（国際交流センター）トップページ

　2015年4月22日（水）に教育支援課（国際交流センター）のイントラネットページを開設しました。大学院総合講義や大学院企画セミナーのスケジュー
ルや在留手続き、国民健康保険、日本での生活に必要な情報のほか、大学内外のイベント情報や留学生に役立つ情報も日本語と英語で掲載しています。
随時更新していきますので、是非ご覧ください。

 The intranet page of Educational Support Division (Center for International Exchange) has been set up since April 22nd, 2015. 
The schedule of graduate school general lectures and planning seminars, and the information of procedures for living in Japan, 
national health insurance system, daily-life and on/off campus events are posted in English and Japanese. We expect to update 
this site as new information are available. Please do have a look at our site.

教育支援課（国際交流センター）のイントラネットページ開設
Set Up the Intranet Page of

Educational Support Division (Center for International Exchange)

News from Center for International Exchange





「関西医大 国際交流」第 3 号をお届けします。昨年度まで国際交流セ

ンター長であった友田幸一教授が本学学長に栄転され、大学として世

界ランキングの上位を目指して、今後さらに本学の国際化を推進される

ことを宣言されました。今後、新センター長の西山利正教授のもと活動

を続けていくことになりますが、本誌が関西医大の国際化発展の記録

集として、後世に残るものであってほしいと願っています。　　

本号も多岐にわたる興味深い記事が掲載されています。楽しんでお読

みいただくとともに、今後とも大小に関わらず国際交流に関する情報を

本誌に是非お寄せ下さるようお願い致します。最後に、本号出版にあた

り、関係各位のご尽力とご協力に厚く御礼を申し上げます。
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