
　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IJNでの実習を希望した理由は、循環器疾患に興味があり、特に先天性

心疾患についても多くの症例から学ぶ機会があると聞いていたからです。

　マレーシア最大規模の循環器センターであるIJNには日本を含め、世界中から循環器

を専門にされている先生方が集まり、日々マレーシア全土から来られる患者さんの診療

にあたっていらっしゃいました。

　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、カテーテル室、病棟、外来といった各施設で実習させていただきました。

　IJNでは年間約4000件と非常に多くの手術が行われており、私たちはVSD、PDAの他、

ALCAPA（Anomalous Left Coronary Artery arising from the Pulmonary Artery）のような

稀な手術も見学させていただきました。見学した動脈管結紮手術も1300ｇの小さな

患児に対して行われており、そのあまりに細い血管に驚きました。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方と話し合いました。患者さんの疾患も先天性心疾患から

弁疾患、虚血性心疾患と多様なので、多くの患者さんの聴診をし、エコーや心電図を拝見することができました。また、

実習の合間を縫って、各科の先生方より、実際の症例を交えながら、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レクチャーを受けることができました。

　外来実習中、現地の医学生と共に外来に同席させていただくこともありました。多民族国家で学んでいる彼らは、

患者さんとは現地の言葉で、先生に所見を述べる際は英語でと使い分けており、異国の医学生の学ぶ姿勢に刺激を

受けました。

　実習の最終週には、1ヵ月の成果を大講堂で発表する時間を設けていただきました。私のテーマは“Delayed Two Stage 

Arterial Switch Operation for Patients Presenting Late with D-transposition of Great Arteries and Intact Ventricular 

Septum”で、16例ほどの完全大血管転換症（TGA）の患者さんの治療成果について、多くの先生方にご協力いただき

発表しました。大きな会場で、英語で発表をするのは初めての事で、大きな課題に対して難しく感じることも多くあり

ましたが、最終的に15分ほどのプレゼンテーションをすることができました。

　1ヵ月の間に日本では経験できない様々なことを学ばせていただき、今後、医療に携わっていくうえで非常に貴重な

経験となりました。

　最初のうちは慣れない海外での生活と訛の強い英語に苦戦し、自身の力不足に悔しい思いをすることも幾度となく

ありましたが、その度に真剣に理解しようという姿勢で聞いてくださる先生方に助けられました。

　最後になりましたが、本実習にあたりお世話になりました岡田先生、Dr.Siva、現地の先生、スタッフの方々、このような

素晴らしい機会をくださいました全ての方に心よりお礼申し上げます。

　I joined the clinical elective program in Institut Jantung Negara(IJN) which is the only national heart 

institute in Kuala Lumpur, Malaysia.

　Many patients from all parts of Malaysia and neighboring countries come to IJN.

　We visited various facilities including operation room, ward, ICU, and clinic.

In the operation room, we observed mainly pediatric operations performed by Dr. Siva and sometimes 

we had lectures there.

　At the clinics we accompanied physicians doing physical examinations and discussed observation 

with them.We could listen to many kinds of murmurs.

　In the final week we made the presentations about our theme in the auditorium.

　My presentation, titled “Delayed Two Stage Arterial Switch Operation for 

Patients Presenting Late with D-transposition of Great Arteries and Intact 

Ventricular Septum”, was about IJN strategy for late presentation with  

TGA/IVS(transportation of the great srteries/intact ventricular septum).

　It was our first experience to give presentations at such a big conference. 

　I had a great experience for a month in Malaysia and I’d like to thank all the 

people who supported us. Thank you so much.
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実 習 期 間
実 習 先
指導教員名

：2016年4月4日～2016年4月29日
：マレーシア・マレーシア国立循環器病センター ／National Heart Institute, Malaysia
：Dr. Sivakumar Sivalingam



　今回、私はマレーシアの国立循環器センター（IJN）にて1ヵ月間実習をさせていただきました。マレーシアを実習先

に選んだ理由は沢山ありますが、循環器に興味があるという事と、マレーシアには何度も訪れたことがあり、馴染みが

あるという安心感があったからです。

　実際マレーシアでの実習はとても大変でしたが、とても充実した貴重な1ヵ月でした。まず一番困ったことは語学でし

た。旅行で訪れ、現地の人と会話をするということと、病院で実習をし、医学を学ぶということは全く違いました。自分の

意見を英語で伝えるという大変さ、そしてスタッフにも様々な国の出身の方がいらっしゃるので、それぞれ訛りのある英

語を聞き取ることも、とても大変でした。もう少し勉強しておけばよかったという後悔もありましたが、みなさんとても優

しく教えてくださり、1ヵ月で語学力・コミュニケーション力も飛躍的に成長したのではないかと思います。そのことが目

に見えて分かったのは、最終週に行われた大講堂でのプレゼンテーションでした。大勢のスタッフが参加するオリエン

テーションで、20分前後のプレゼンを英語でするという話を聞いた時、先生が私の語学力では無理だと意見されたほ

どです。しかし、多くの先生方にサポートしていただき、大講堂で30分弱の大動脈弁置換についてのプレゼンテーショ

ンを成功させることができました。この経験は医学的にも語学的にもとても勉強になり、反省点や改善点は沢山ありま

すが、私にとって人生の糧となる経験でした。発表後、多くの方がすれ違った際に称賛の言葉をかけてくださったこと

は、本当に嬉しく忘れられません。

　また、循環器外科だけでなく内科や麻酔科の先生の講義を受け、外来見学等をさせていただき、循環器という大き

い括りで沢山の疾患に触れることができて本当に良かったです。外来では沢山の心音を聞かせていただき、患者さん

の前で所見を述べるという、とても緊張する経験もありましたが、より身についたような気がします。手術室の見学もま

た新鮮でした。日本とは異なることが沢山あり、また手術件数もとても多く、国によって医療現場は異なるという事を感

じました。

　実習期間中、どの先生も本当に優しく、質問があればいつでも教えてくださり、常に手術が入っていてお忙しいにも

かかわらず、プレゼンテーションも積極的に協力してくださいました。また休みの日は観光や、おいしいご飯に連れて

行ってくださったりと、先生方のおかげで実習が何十倍も楽しいものになりました。医学だけでなく日本とは異なる文

化も学ぶことができました。

　1ヵ月という大変短い期間ではありましたが、IJNやマレーシアで経験した事は大変貴重で充実した時間でした。今私

が行わなければならない事や目指すべき医師像などについて考える素晴らしい機会になり、将来に向けてのモチベー

ションにつながりました。

　最後になりましたが、この素晴らしい機会を与えてくださったすべての

方々に厚くお礼申し上げます。

　I joined the clinical elective program at 

Institut Jantung Negara(IJN) in Kuala 

Lumpur, Malaysia. I chose IJN because 

I was interested in heart disease and I have some friends there. I gained much knowledge and skill during 

my stay and I was able to experience a lot of things that cannot be experienced in Japan.

　I visited some clinics and the operating rooms. I learned a great deal, especially, heart murmurs, echoes, 

anesthesia and physical examinations, and I could observe various heart diseases.

　 I also had a wonderful experience that I did the presentation about a novel technique for repair of the 

aortic valve at the auditorium. I was very nervous but every staff helped me and they were very kind. 

 Sometimes I was in trouble because I couldn’t understand what they were saying because of their strong 

accent. People in Malaysia speak “Manglish” which is English but a little bit different from British and 

American English. I’m not good at speaking English, so it was a little hard for me to understand, but 

everyone I met there was very kind and polite, and it made me want to study English harder to 

communicate with them.

　 I enjoyed not only the study but the spare time like I tried some local dishes, for example Malay, 

Indian, Hainan, Thai and Vietnamese. There were a lot of delicious foods, but most of the food were 

spicy. Sometimes we went to the restaurant with the doctors and talked a lot and it was a wonderful time.

　We experienced many precious things in Malaysia. I am deeply grateful to KMU(Kansai Medical 

University) and the doctors who took care of me. I shall never forget this memory. Thank you everyone 

for everything. TERIMA KASIH.
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