
　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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　この度、バーモント大学で臨床実習をさせていただきました。実習は、臨床病理学を中心に行いました。平日はほぼ

毎日午前8時頃から内科、外科、患者の会、外部講師などによるレクチャーが行われていたため、とにかく英語を多く

聞くことが大切だと思い自主的に参加しました。分からない部分も多く苦戦しましたが、英語に慣れることができたの

で、参加して良かったと思います。

　今回バーモント大学で臨床実習ができたことは本当に貴重な経験になりました。約1ヵ月間の実習の中で、英語、アメ

リカと日本の医療や医学教育の違い、アメリカでの生活について様々なことを学んだり、感じたりすることができました。

　英語に関しては、実習前は5割程度理解できればいいと思っていたのですが、実際は2-3割程度しか理解できません

でした。しかし、実際に話したり、毎日聞いたりすることで2週目が終わったあたりで、少し耳が慣れた感じがしました。

話すことにも少しずつ慣れていくのを感じ、1年程度住んだら話したり聞いたりすることは、ある程度なんとかなるのでは

ないかと思いました。

　医療の違いについて感じた部分は多々あるのですが、特に印象に残っているのが、アメリカの外来では、日本のよう

に「医師のいる部屋に患者が来る」のではなく、「患者が待っている部屋に医師が来る」という点でした。先生にその点

を問うと「患者はしんどいのだから医師が動くのだよ」と教えてくださり、日本でもこのシステムが導入されれば良い

と思いました。他にも、入院患者の食事はメニューから患者が選び、栄養士がチェックしたうえで好きな時間帯に食べる

ことができることを知り、このようなシステムがあれば入院患者にとって食事が楽しみの一つになるのではないかと

感じました。

　医学教育の違いについては、アメリカの医学生は日本の初期研修医レベルを実践しているように見受けられました。

具体的には患者の所見を把握して担当医にPlanを提示するなど、チームの一員に医学生が加わっている点が日本と異

なり、驚きました。

　アメリカでの生活については、食の量は多いものの野菜も多く、想像していたような所謂アメリカンな食生活とは異

なっていました。また、アメリカでは分からないことを微笑んでやり過ごすことは好ましくなく、分からないことは分か

らないとはっきり伝える、積極的に行動すると評価されるということがわかりました。さらに、英語を話せるかどうかで

待遇が大きく変わってくることも実感しました。

　今回他大学の医学生や研修医の先生方とも実習ができ、楽しかったです。木田先生のもとで皆と実習できたことは

本当にいい経験となりました。

　最後になりましたが、木田先生をはじめバーモント大学でお世話になりました皆様、友田学長をはじめ国外臨床

実習に際しご指導していただきました皆様、様々な手続きに関してお世話になりました学務課（現教務課）の松谷さん、ま

た国外臨床実習のためにサポートしてくれた同級生の高田さん、バーモント大学で臨床実習を一緒にした三宅君、金

沢医科大学研修医の小川先生、藤井先生、和歌山県立医科大学の白木さん、水本さん、心より御礼申し上げます。本

当にありがとうございました。

4/5：Berlin Family Medicineで外来見学

4/6：泌尿器科で外来見学と論文reading

4/7：臨床病理学の切り出し見学と

　　Cytogenetics実習

4/8：消化器外科の手術見学

4/11：論文readingと病院内見学

4/12：剖検見学と法医学講義

4/13-4/15：Bostonに行き

　　　　　Harvard大学やMITを見学

4/18：臨床病理学講義

4/19：呼吸器内科の外来見学

4/20：医学生と交流

4/21：剖検見学

4/22：臨床病理実習と

　　　シミュレーションラボ実習

4/25：臨床病理学講義

4/26：呼吸器内科の外来見学

4/27：医学部長と面会

4/28：救急車の見学と検査部の見学

4/29：剖検見学

大井 勝臣（６学年）
Katsuomi Oi （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・バーモント大学／ University of Vermont, the U.S.
：木田 正俊 教授

木田先生から修了証をいただく

みんなでBoston Red Sox戦を見に

　In April 2016, I had the clinical clerkship at the University of Vermont, U.S., mainly in the clinical 

pathology department; participating in the outpatient clinic, reading articles, observing operations and 

autopsies, visiting Harvard University and MIT, training at the simulation lab, attending the lectures of 

pathology and morning conferences.

　I had very good experiences at the University of Vermont and enjoyed my practice. Through this 

program I was able to learn about practical English, and the differences of medical systems and medical 

education between the U.S. and Japan, and know the lifestyle in the U.S.. I think Japanese medical system 

is good but we should also adopt the good points from the U.S.. I felt the level of medical students in the 

U.S. is very high, and I was really impressed. During this 

program I met many people there, and it was very 

exciting to work with them.

　I would like to thank everyone who supported me in 

Japan and in the U.S..

バーモント大学でのスケジュール


