
　カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の整形外科で、1ヵ月間国外臨床実習に参加させていただきました。

私が国外実習に参加しようと思った理由は、将来医療にどのように関わっていくべきかを考える上で、自分に新しい

視点を与えてくれるのではないかという思いがあったことと、関西医科大学の学生だからこそ経験できることを学生の

うちに経験しておきたかったからです。

　実習では、毎朝7時から始まるカンファレンスへの参加、外来実習、手術見学、大学で行われるレジデント向けの講義

への参加、症例発表、Trauma Course（UCSF主催の国際学会）への参加など、数えきれないほどの経験をさせていただ

きました。１ヵ月間の実習を振り返ってみると、UCSFでの実習は「毎日が挑戦」という一言に尽きたと思います。言葉の

壁がやはり大きく、日本にいる間から準備をしていたつもりでしたが、いざ渡米してみると全く通用しないほどの差が

ありました。最初は、先生方のおっしゃっていることが分からず自分も言いたいことが伝えられずの日々が続き、この

まま１ヵ月が過ぎてしまうのではないかと不安に思ったときもありました。しかし、UCSFの長尾先生から「英語が話せる

かどうかではなく、英語で何をするかの方が大事だよ」というお言葉をいただき、拙い英語でも自分のやりたいことや

言いたいことをあきらめずに伝える努力をしようと心に決めて実習をしているうちに、段々出来ることの幅が増えて

いったように思います。また、今回の実習での一番大きな挑戦は２週間に一度ある症例発表でした。毎朝のカンファ

レンスでレジデント達が行うプレゼンテーションのレベルは極めて高く、日本で経験してきた症例発表とは全く異なる

ものでした。スライドを作成する際には試行錯誤を重ね、完成する頃には疾患を英語のまま理解し説明できるようにな

りました。最初は全く意味がとれなかった大学の授業も、自分が取り上げたテーマに関するものは理解できるように

なり、どれだけ困難に見える課題でも挑戦することが、何よりも自分の糧になることを学んだ瞬間でした。

　今回の実習は、私自身にとって初めての海外生活を経験する機会でもあり、無事に過ごすことが出来るかどうかも

怪しいまま飛び込んだ1ヵ月間でしたが、UCSFの長尾先生を初めとする多くの先生方や関係者の方々に支えていただき、

最高の環境で、実際に行ってみないと体験できない貴重な経験を数多く積ませていただくことができました。皆様に

心より御礼申し上げます。

　実習での体験について大まかに書かせて

いただきましたが、見聞きしているだけでは

分からないことが数多くあると思います。最後

に後輩へのアドバイスとして、言語や環境の

違いから国外実習への参加を躊躇ってしまう

方もきっと多いと思いますが、学びたいことが

海外にあるなら悩む前に飛び込んでみてくだ

さい。帰国する頃には、その経験が一生の

宝物になると信じています。

　I joined the clinical clerkship in Orthopaedic Trauma Institute(OTI) of 

the University of California, San Francisco(UCSF), the U.S.. The reason 

why I tried to study abroad was that I believed this chance could give me 

new perspectives in my future. At UCSF, I experienced many things such as morning conferences, 

outpatient clinics, operations and Trauma Course. 

　During my stay in San Francisco, I faced a lot of difficulties. Especially, I struggled with 

communication in English through this training. However Dr. Nagao told me “The most important thing 

is not speaking English but what you do by using English”. Thanks to his advice, I managed to achieve 

what I had wanted to try at UCSF.

　 At the outpatient clinic, I noticed a lot of differences between Japan and the US. At UCSF, the students 

and residents have many chances to make a diagnosis and receive a feedback from the senior doctors. I 

realized that the procedure of clinic definitely took the students’ learning to a higher level. Besides, it 

was amazing that the doctors and medical staffs use several languages at clinic. 

　I also made two case presentations, which was the biggest challenge during my stay in San Francisco. 

It was so hard for me to give as good ones as residents do. However, at OTI, the doctors kindly taught 

me many things when I consulted them. They helped me to learn not only the knowledge of diseases but 

the way of making good presentations. 

　At the end of training at UCSF, I attended Trauma Course which is an academic meeting hosted by 

UCSF. At this meeting, I joined a workshop and learned up-to date information about orthopaedic 

diseases. I also enjoyed the reception party with doctors from all over the world. 

　To tell the truth, this was my first experience to go abroad, so I was worried about everything that 

could happen in San Francisco. However, after I finished the program, I’ve come to think it was really 

valuable for me and I would like to learn abroad again if I have a chance.

　I would like to express my deepest appreciation to all people for all supports.

　Lastly I would like to give some advice to KMU students. A lot of people in Japan might hesitate to 

learn abroad because they do not have confidence in their English skills. I was also one of them, but now 

I think that English skills before leaving Japan is not a big problem because I realized that the most 

important thing is challenging. So if you would like to go and learn in foreign countries, I recommend 

you to try however hard it may seem.

鈴木 良和（６学年）
Fumiya Suzuki （6th year）
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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
：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 The University of California, San Francisco, the U.S.
：長尾 正人 准教授



　私は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）附属のZSFG（Zuckerberg San Francisco General Hospital）の整形外科でリハビリテーション

科の専門医をされている長尾正人先生の下で１ヵ月間、実習させていただきました。

　ZSFGの整形外科は、BlueとGoldの２チームに分かれており、2週間ずつ両チームに所属させていただきました。

　実習は、毎日早朝に行われる２チームの合同カンファレンスから始まりました。カンファレンスでは、ドクターもレジテントも日本人に比べ積極的に

意見交換を行っているように感じました。また、毎日のカンファレンスでも、論文を多用しておりました。世界中の英語の論文をハンディキャップなく

読み、検索できることを羨ましく思うと同時に、英語の重要性を改めて痛感しました。合同カンファレンス終了後は、各チームの外来実習や手術見学を

させていただきました。アメリカの外来は日本とは大きく異なり、医療従事者が患者さんの待機する外来診察室に入っていく形式を取っています。

さらに、各部屋にパソコンが一台、医療通訳用の電話機が一台置いてあります。アメリカは“人種のるつぼ”と言われるだけあり、様々な人種の患者さん

がいました。私が診させていただいただけでも、スペイン語、ブラジル語、ラオス語、モンゴル語、中国語などを母国語にしている患者さんがおり、そんな

時には医療通訳の電話が大活躍していました。このような光景は日本ではみたことがなかったので、衝撃的で「さすがIT先進国だ」と思いました。

さらに驚いたのは、若いレジデントの多くがスペイン語も話しいたことです。日本では実習中、外国語に接する機会はそう多くありません。UCSFでは、

第二言語をも習得する努力をされている皆さんを改めて尊敬しました。外来実習では、医学生、レジデント、チーフレジデント、Dr、NP、PTの全スタッフ

と一緒に実習を行う事で、それぞれの役割の違いがよくわかりました。日本にはないNP（Nerse Practitioner）という診断を下すことのできる看護師さん

の存在も興味深かったです。アメリカの医学生は非常に優秀であるという話は渡米前から伺っておりましたが、実際に一人で診察、診断、そして最後に

上級医に相談しカルテを書く、といった一連の作業を一日に何件もこなし、レジデントと同じように活躍していたのには驚きました。また、クリニックで

は全医療従事者が診断の相談を即座にかつ頻繁に行っており、その際に飛び交う大量の医学英語に触れる事が出来るのも、アメリカでの実習

のメリットだと思います。

　毎週水曜日は、Parnassusという場所にあるUCSFのメインキャンパスにて行われる症例発表会とレジデントの講義に参加させていただきました。

日本ですら専門医が集まる会議に参加した事がなかったので、非常に貴重な経験をさせていただき感謝しています。また、レジデントの皆さんは日々

忙しく働いている上にこのような勉強会が週に何度もあるらしく、UCSFが教育機関として、とても素晴らしい大学だということを改めて実感しました。

　私が今回の実習で一番の経験となったのは、症例発表です。今まで一人で症例発表を行なったことがなかったので、パワーポイントの構成や論文

の検索方法すらよく分からない段階からのスタートでしたが、先生に相談したりインターネットで検索したりしながら、なんとかやり終えることができ

ました。１つの症例のためにたくさんの論文を検索し精読する作業は、初めは大変苦労しましたが、最後には時間が許されるならば、もっといろんな

文献を読んでみたいなと思うほど、論文を読むことが楽しくなっていました。

　最後の週には、UCSFが主催する外傷学会に参加しました。多くの先生の症例発表を聞かせていただいたり、ワークショップに参加させていただい

たりと、日本ではできない貴重な経験をすることができました。

　研修中の4週間は一日一日が大変充実しており、ここでは書き尽くせないほどの多くの素晴らしい経験と出会いがありました。今回の実習に参加

できたことは、本当に幸運でした。今回学んだことは、今後医師になってからの取り組み方にも反映させていきたいと思います。

　最後になりましたが、今回の実習で大変お世話になりました長尾先生、菅先生、また、国外臨床実習にご尽力下さった友田先生、野村先生、谷川先生、

木下洋先生、国際交流センターの皆様と関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

　最後に、後輩の皆さんへ。少しでも興味があれば、絶対に応募してみてください。想像を超えた素晴らしい経験ができます。6年生の春というとても

忙しい時期なので、国家試験の勉強をなるべく早くから始めておくと、実習期間中も気持ち的に楽に過ごせると思います。

　Last April I participated in a clinical clerkship under 

Dr. Nagao at the rehabilitation center of the Orthopedics 

department in the Zuckerberg San Francisco General 

Hospital, a UCSF(The University of California, San 

Francisco, the U.S.) teaching hospital.

　The clerkship started with a morning conference 

consisting of discussions regarding patient care and new 

medical journal articles. The conferences were held 

every day very early in the morning and I would often 

have to leave my apartment before sunrise.

　In the outpatient clinics, many patients spoke languages other than English such as Spanish, 

Portuguese, Laotian, Mongolian, or Chinese as their mother tongue, and there was a phone in each room 

to provide a simultaneous interpretation in real time. Although I had known beforehand that the United 

States was a very diverse country, I was still surprised. What was even more surprising to me was that 

most of the young residents could also speak Spanish as a second language, though being bilingual is not 

yet common in Japan.  

　The most difficult yet rewarding part of my clerkship was to prepare and present my own case report. 

This required reading many articles and conducting research online, in order to create a PowerPoint 

presentation for the morning conference.

　Through this clerkship I learned more about not only the US medical system, but the participatory 

nature of the medical education, and was greatly impressed and inspired by the drive, knowledge, and 

passion of the medical students at UCSF. This experience has provided me with a new motivation for my 

future studies and endeavors.

　I would like to thank Dr. Nagao and Dr. Suga, as well as President Tomoda, Prof. Nomura, Prof. 

Tanigawa, Dr. Yo Kinoshita, in addition to all the members of the Center for International Exchange at 

Kansai Medical University for this wonderful opportunity. 

岸本 靖代（６学年）
Yasuyo Kishimoto （6th year）
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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
：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 The University of California, San Francisco, the U.S.
：長尾 正人 准教授

病棟実習のスタッフと

UCSFの医学生と昼食中

実習でお世話になった長尾正人先生と


