
　I went to Leverkusen Klinikum in Germany to join the clinical clerkship from April 4th to 29th, 2016.

　I had a meeting starting at 8 o’clock every morning but I couldn’t understand what they were discussing 

very well, because they spoke in German, but every after the meeting, Dr. Lelli explained briefly in 

English and it helped me a lot. After morning meeting, I usually joined several kinds of operation. The 

surgeons in this hospital deal examine various organs, for example esophagus, stomach, bowel, anus, 

liver, pancreas, gall bladder, thyroid gland and thoracic division. In some of operations, I cleaned my 

hands and helped operators as a first assistant. I had some tasks, for instance cutting strings with scissors. 

After operation, the doctors taught me what they did during operation using some pictures in English. And 

they always answered my questions very kindly when I asked. If I couldn’t understand at first, they taught 

me many times until I understood.

　There were a meeting starting from 4 PM every evening. I attended one called radiology meeting with 

radiologists twice a week, but unfortunately this meeting was in German too.

　Sometimes Dr. Lelli gave me some lectures about the anastomosis and the stoma at the end of the day. 

In addition, he took care of me during my stay. And he told me about Germany and German medicine.

Every day I finished and came back to the hotel around 6 PM.

　I could have much more experiences than I had expected thanks to the very wonderful staffs in this 

hospital.

　Prof. Vestweber, a chief of general surgery, treated every patient, staff and student very kindly. He gave 

me a very meaningful time and I was really impressed. In the clinical clerkship in Leverkusen, I could do 

anything I wanted and all staff tried to respond to my requests as much as possible. I always tried to be 

positive and enthusiastic because I wanted to come back to Japan with no regret. The experience in this 

program has made me change my mind. Now I am much more motivated to study Englis and gain more 

medical knowledge for studying abroad someday.

　All the staff there were so friendly and passionate to teach students coming from other countries.

　I’d like to appreciate all doctors and staff in Leverkusen and President Tomoda, Prof. Nomura, Prof. Yo   

Kinoshita, Prof. Tanigawa and Prof. Nakagawa who allowed me to attend this program, and Dr. Satoi who 

also took care of me before I left for Germany. Danke schÖn.

Prof. Vestweber宅にて

Dr. Lelliとホテルフック前にてドイツの学生との昼食

ケルン大聖堂前にて

　ドイツのレバークーゼン総合病院で4/4～4/29までの期間臨床

実習をさせていただきました。

　実習内容はまず、毎朝午前８時からカンファレンスがありました。

カンファレンスは、ドイツ語で行われたため、出てくるCT画像や病名

などから討論の内容を理解するのに苦労しましたが、カンファレンスが

終わると、Dr. Lelli（レバークーゼン病院で主に指導してくださった先生）

が、私たちとケルン大学から実習に来ていた医学生に集まるように声

をかけて、その日の手術内容について簡単に英語で説明してください

ました。また、この時にどの手術に清潔で入りたいか、またその日の

予定などを相談、確認しました。

　それが終わると、夕方にあるカンファレンスまでは自由に選択して手術に参加させていただくことができました。

一般外科では、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、胆嚢摘出術、結腸部分切除術、胃腸吻合術、イレウス、肝肛門周囲膿瘍切開

排膿、痔瘻摘出、甲状腺摘出、気管切開、直腸固定術、小腸・肝バイパス術、PIPAC、肛門再建、脂肪腫摘出、人工肛門

造設などの手術に参加することが出来ました。手術は、日本とは異なり第一助手として参加させていただくことも多く、

術中・術後に質問をすれば、図を用いながら大変丁寧に教えてくださいました。また、救急車の見学、外来、病棟処置など

も見学させていただきました。腹腔鏡のシミュレーションもあったので、時間が空いた時には練習させていただきました。

　一日の終わりにもカンファレンスがあり、その後に、Dr. Lelliが英語でstomaやanastomosisなどのレクチャーをしてくだ

さったりもしました。分からないと言えば、さらに分かりやすく、また、ゆっくりと時間をかけて説明してくださったので大

変勉強になるレクチャーでした。

　実習先が大学病院ではなく市中病院のような所だったので、普段見れないような手術に参加することができてすごく

良い経験になりました。先生方は、本当にやさしく面白い方が多かったので、気軽に質問をしやすく、図などを用いながら

大変丁寧に教えてくださいました。

　また、Prof. Vestweberは患者さん、スタッフ、学生全ての人に対して親身になって考えており、私もこのような医師になり

たいと思える、本当に素晴らしい方でした。Prof. Vestweberのおかげもあり、良い実習を行うことができたと思います。

　想像していたよりもずっと多くのことを学ぶことができ、このような機会を与えてくださった方々、また今回の実習で

お世話になった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

　将来、留学したいと考えているので、それまでにもっと多くの知識・英語力をつけられるように頑張ります。今回の

留学で得たモチベーションを維持し続けようと思います。

　本当にありがとうございました。

林　信（６学年）
Makoto Hayashi （6th year）

実 習 期 間
実 習 先
指導教員名

：2016年4月4日～2016年4月29日
：ドイツ・レバークーゼン総合病院／ Leverkusen General Hospital, Germany
：Dr. med. Antonio Lelli
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　国外臨床実習の報告をさせていただきます。私はドイツのレバークーゼン総合病院で１ヵ月間、外科を中心に実習

させていただきました。毎日朝8時からカンファレンスが始まり、その後手術に参加しました。ドイツの外科は腹部だけ

ではなく様々な分野を手術対象としており、具体的には胆嚢摘出術、大腸摘出術、ストーマ形成、痔瘻、膿瘍ドレナージ、

ヘルニア、甲状腺亜全摘、肺葉切除、脂肪腫、毛巣嚢腫などになります。また、日本では珍しい重度の肥満症に対する胃

バイパス手術も行われていました。

　勿論、カルテや手術内容が書かれた資料はドイツ語での記載になりますので、実習の初めは担当の先生方やその

手術に関わる医療従事者の方に英語で説明してもらいました。手術後にこちらから先生に質問した時は丁寧に答えて

いただき、手術内容や疾患、また手術後の合併症についても理解が深まりました。

　日本で実習に参加している時は来年受験する医師国家試験の出題範囲をベースに勉強することが多く、医学知識が

偏りがちだったのですが、ドイツでの実習はその範囲にとらわれる事なく、より深く医学を学ぶ事が出来ました。また

日本で手術を見学していた時は、一つ一つの手技や麻酔方法などに対して特に疑問を持たず、その事がルーティーン

のように感じ見学していましたが、日本とは違うやり方が目に留まり、何故そのような

方法をとるのか、メリットやデメリットは何かなど自然と疑問がうまれ、その都度先

生方に質問しました。日本でそのような疑問がうまれなかったことを思うと、いかに

探究心を持たず、消極的に実習に参加していたのかと後悔しています。一方でこの

海外実習を通してその事に気付く事ができたので、今後の実習や医師として働き

始めてからの教訓として活かしていきたいです。

　最後にこのような素晴らしい経験をさせていただき、誠にありがとうございました。

　I’d like to write about my overseas clinical training program at Leverkusen General Hospital, Germany 

for a month. A conference there starts at 8 AM every day. After that, I joined several surgeries from 9 AM 

to 4 PM. Surgeons in Germany deal with abdominal diseases for example hernia, cholecystitis, hepatic 

cancer, colon cancer, diverticulitis and so on. I was surprised with the differences between Japan and 

Germany. They also conducted subtotal thyroidectomy against Basedow disease and lobectomy against 

lung cancer. In addition, they did a gastric bypass surgery against obesity patient over 2 hundred kg, 

which is unusual in Japan because there’re less number of such patients in Japan. So I experienced many 

different types of surgeries and observed surgeries which we rarely can see in Japan.

I think it is important for medical students to see the differences of medicine between Japan and other 

countries.  By knowing and comparing them, it is easy to realize the advantages and disadvantages of the 

medicine in our country.

　I’d like to express my appreciation to Prof. Karl-Heinz Vestweber and Dr. Lelli who took care of me in 

Leverkusen, and Prof. Nomura, Prof. Yo Kinoshita and Associate Prof. Satoi who allowed me to attend 

this program.

　私は4/4～4/29までアメリカのバーモント大学に留学し、臨床病理学を中心に学びました。関西医大では見られな

かった病理解剖、CTガイド下生検などを見学する事ができ、アメリカの病理についても学ぶことが出来ました。日本と

違い、病理医の人数が豊富なため、病理医は各臓器を専門にして診断業務を行なっていました。私たちの留学の仲介

を行なっていただいた木田教授には、標本の見方について詳しく教えていただき、理解が深まりました。また、病理

だけでなく各科の外来、手術見学、シミュレーションセンターの見学もさせていただきました。

　今回の留学では、言語が一番不安でした。4学年の頃から英語が必要であると認識し、CBTが終わってからTOEIC

の勉強に着手しました。そして1回生の時に565点で放置していたTOEICの点数を、8ヵ月後には820点まで上げる事が

できました。しかし、試験のための英語と会話で用いる実践的な英語とではやはり違うものです。読解に関しては判ら

ない単語も辞書を併用すれば読み進めていく事ができ、苦労しなくなりましたが、会話に関してはそうはいきません

でした。回りくどい言い方で何とか自分の意見を伝える事はできますが、相手の発言を一度で聞き取る事に苦労しま

した。特に現地の人同士の会話は非常に速く、全く聞き取れませんでした。しかし、これは仕方がないと思います。少なく

とも自分の意見を伝えられ、相手の発言が聞き取れなかったり、理解できなければ再度ゆっくり話してもらい、それは

どういう意味かと聞いて会話ができるようになればそれでいいと思いました。英語が母国語でないという事は格差で

もあります。私たちが言語を学ぶ間に、アメリカ人は更により多くのことを学ぶことが出来ます。言語は学んでもキリが

無いため、大事だけれども深入りしない方が良いと感じました。

　また、今回の留学の際に航空会社とのトラブルがありました。デトロイト経由でバーモントに向かう予定だったのです

が、デトロイトに到着する時刻が遅れたため、急遽アトランタ経由での飛行機を手配してもらいました。しかしアトランタ

に到着する便も遅れてしまい、結局当日中のバーモント入りができなくなりました。航空会社に申し立てると、お詫びと

してホテルのチケットをくれました。何とかホテルに辿り着いたのですが、そのチケットに不備があったらしく宿泊できま

せんでした。再び空港に戻り抗議すると、もう部屋が無いと謝罪されました。自分で宿を探して、後で領収書をくれたら払い

戻すとの事でしたが、海外で夜11時に宿を探すのは不安でしたので、その日は空港に宿泊して、翌日の便でバーモント

に向かいました。二度と経験したくないトラブルでしたが、語学を鍛えるという面ではいい経験になったと思います。

　今回の留学で金銭的援助をしてくれた両親、そして仲介を行なっていただいた木田教授、友田学長、教務課の松谷

さんには大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

　I studied Clinical Pathology, ER, Urology, Gastroenterology, Respiratory medicine at the University of 

Vermont from April 4th to 29th, 2016. I could learn about morbid anatomy, CT-guided biopsy and 

pathology which I can’t learn in Japan. Unlike in Japan, there are many pathologists in the U.S., and they 

have specialities for each organ. Prof. Kida, who took care of us there, taught us how to observe samples. 

It was so exciting that I want to be a pathologist now. I had a difficulty in communicating with doctors in 

English there, and I felt I had to study English conversation skill more. 

　I would like to express my great thanks to Prof. Kida, President Tomoda, and Mr. Matsutani, 

Educational Affaire Division.

上野 勝也（６学年）
Katsuya Ueno （6th year）

実 習 期 間
実 習 先
指導教員名

：2016年4月4日～2016年4月29日
：ドイツ・レバークーゼン総合病院／ Leverkusen General Hospital, Germany
：Dr. med. Antonio Lelli

三宅 広彦（６学年）
Hirohiko Miyake （6th year）

実 習 期 間
実 習 先
指導教員名

：2016年4月4日～2016年4月29日
：アメリカ合衆国・バーモント大学 ／ University of Vermont, the U.S.
：木田 正俊 教授
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