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■支部長からのメッセージ	 

ACP	 日本支部長	 小林祥泰	 
	 

	 ACP の支部長は任期の 終年度でグループ分けされ支部長会議の夜にはグループ毎の夕食

会があり懇親を深めています。私は Governor	 2015 組ですので来年がいよいよ任期満了の年

となります。この２年間は ACP 日本支部の内科学会からの完全自立が 大の任務でしたが、

役員を始め皆さんの一致団結した協力で今年度までに事務業務と財政の自立、学術集会の財

政を含めた自立運営の目標をほぼ達成することが出来ました。税法上も問題のない支部の運

営を行うためにコンパクトな法人化も行う予定です。近いうちに詳細を報告いたします。	 

	 昨年度も ACP 支部の中では会員数増加率等で優秀支部に選ばれ、学術集会では場所だけでなく日時も内科学会

と全く別にしたにもかかわらず、担当委員会をはじめとする皆さんの熱意で参加者が大幅に増加しました。企業

からの寄付は受けませんが、米国 ACP 総会で大々的にやっている、やる気のある研修医や医学生向けの病院ブー

スの出展を募集したところ好評でした。学術集会の内容が ACP と同様に総合内科医としての教育に徹していると

いうことが若手内科医や医学生のニーズと合ったものと思います。ACP は総合内科３年の研修を終えて board を

取った総合内科専門医によって組織され、総合内科医の教育を主目的としています。日本内科学会は昔からの伝

統で大学教授が中心、すなわち subspecialty の専門医が中心で学術重視の傾向で総合内科教育にはあまり熱心

ではありません。従って日本で総合内科教育をきちんとやっているのは総合内科専門医中心の ACP 学術集会だと

いう評価が広まりつつあるのかもしれません。	 

	 今回のコンテンツは大変読み応えのある内容です。日本支部の副支部長でもある武田裕子先生の英国医療格差、

米国医学教育は先生の鋭い観察力と洞察力が伺われる奥の深いものです。とくに冒頭の「健康格差は、英国では

社会問題として認識されている。国会議事堂のあるウェストミンスターでは、男性の平均余命は 78 歳、そこか

らジュビリー・ラインという地下鉄に乗って東に進むと、1 駅ごとに平均余命がほぼ 1 年ずつ下がり、カニング・

タウンという駅のある地域では 72 歳になるという」くだりには驚きました。	 

	 また、スタンフォード大学病院循環器内科フェローの川名正隆先生の米国医学部での体験はとても参考になり

ます。私も現在国大協で入試問題委員会委員をしておりセンター試験に替わる到達度試験の話も聞いていますが、

米国の仕組みに比べて目的が不明確です。「MCAT には Physical	 Sciences（物理・無機化学）,	 Verbal	 Reasoning

（論理的思考）,	 Biological	 Sciences（生物・有機化学）,	 Writing	 Sample（小論文：2013 年より廃止）の 4

つのセクションがありました」という中で Writing	 Sample 以外は選択式で、Physical	 Sciences と Biological	 

Sciences の問題は基礎科学の知識が必要となりますが、特定の生物学的現象や有機化合物の精製法を暗記しなけ

ればいけないというものではなく、問題に出てくる現象や実験内容を科学的に考えることで正解に辿り着ける設

問になっています。Verbal	 Reasoning も同様で、短い文章を読んでそこから論理的に辿り着く結論は何かという

ことを問われる問題が出題されます。」そして「一般に、GPA と MCAT はまず足切りに使われ、それを通ると残り

の項目で人物評価がされると言われています。何千人といる受験生の中で自分がいかにユニークな存在であるか

をアピールするため、premed 達は忙しい学業の合間を縫って課外活動に勤しみます。 も重要とされているのが

サイエンスに携わって来たという経験、および医療ボランティアです。」という部分に日米の大きな差を感じま

した。採点に手間のかかる記述式でなくても論理的思考は評価出来ることを日本でももっと認識して教育内容を

改善すべきであると思います。福島での研修医に対する「医学生、研修医のための学会抄録・発表方法」ワーク

ショップが好評であったのは「知識詰め込み集合体」ではなく知識を有機的にネットワーク化し応用力を高める

教育が日本では少ないことを意味しているのかもしれません。ACP 日本支部の役割はこの点にあります。これか

らの若い内科医が本当の意味での総合内科専門医として幅広い基盤を持ってくれるよう努力していきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 	 
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■健康格差と Social	 Determinants	 of	 Health(社会の健康決定因子)ç	 	 

英国で学び二度目の米国留学で考えたこと	 

Social	 well-being:	 what	 does	 this	 mean	 to	 us	 as	 a	 doctor?	 

	 

Division	 of	 General	 Medicine	 and	 Primary	 Care	 

Beth	 Israel	 Deaconess	 Medical	 Center	 

武田裕子	 (Hinohara	 Fellow)	 

 
１．ロンドン経由で再び米国ボストンへ	 

“45	 years	 old	 woman	 with	 a	 history	 of	 asthma	 presented	 with	 coughs	 and	 small	 

RML	 infiltrates	 on	 chest	 x-ray…”。私は、22 年前にインターンとして研修を開

始した米国・ボストンの教育病院で、レジデントのプレゼンテーションに耳を傾け

た。カンファレンス・ルームの壁には、レジンデント時代に指導を受けた、心に残

る指導医の先生方の写真がいくつも掲げられている。これらの先生方にまつわる数

多くのレガシーを先輩研修医に聞きながら、直接指導を受けられる幸いに胸躍らせ

た日々を昨日のことのように思い出す。今やレジェンドとなって研修医たちを見つ

めている指導医たちが、隣の席に座る研修医たちにとっては偉大な、しかし当然ながら見知らぬ医師であること

が、過ぎていった歳月の長さを思い起こさせる。	 

私はこの病院で一般内科研修を行い[1]、1994 年に日本に帰国した。米国で受けた臨床教育が礎となり、国内

の大学で医学教育や地域医療を担当した後、2010 年に渡英。ロンドン衛生・熱帯医学大学院修士課程でヘルス・

プロモーションを学び、キングス・カレッジ医学部地域医療部門で教育と研究に従事した。英国に 3 年間滞在し

て、国の歴史や文化、政治、国民性が医療制度の成り立ちに関わっており、また、その医療制度がプライマリ・

ケア医の役割や医学教育にも大きく影響することを学んだ。	 

国民皆保険の日本の医療は英国に近いと想像していたが、日本の診療の進め方はむしろ米国式だと気づいた。

日本でも米国でも、初診時に、まれだが見逃してはいけない疾患を除外する検査が積極的に行われ、必要を見出

して専門科コンサルテーションが検討される。その日のうちに専門診療科受診につなげることも少なくない[2]。

一方、英国のプライマリ・ケア医（General	 Practitioners：GPs）は、時間軸を診断ツールとして活用し、検査

や治療を厳選して患者の健康を守るべく努力している。緊急を要する状況でなければ、専門診療科への紹介も十

分な観察期間を経た後に行われる。ゲート・キーパーとして、適応が明確でない専門外来受診を防ぐ役割を担っ

ているのだ。英国の NHS(National	 Health	 Service：国民保健サービス)が“ 大多数の 大幸福”の原則に加え

て、公正性を重視し、すべての国民が無料で医療を受けられるよう医療資源の分配に心を砕いていることの表れ

だと感じた。それは医学教育にもみられた。ある症状や徴候から鑑別診断を挙げるのに、日本や米国ではなるべ

く多くの疾患をリストアップするのが推奨されるが[2]、私が評価者として参加したキングス・カレッジ医学部

の OSCE（Objective	 Structured	 Clinical	 Examinations：客観的臨床能力試験）では、可能性の低い疾患を羅列

すると減点の対象としていた。NICE（National	 Institute	 for	 Health	 and	 Clinical	 Excellence：国立 適医

療研究所）という組織が、エビデンスに基づきコストとパフォーマンスを勘案して作成した診療ガイドラインも

広範に用いられている。ガイドラインが活用されるための教育事業は医学生に対しても行われている。	 

一人あたりの診察時間は NHS では多くの場合約 10 分で	 [3]	 米国と比べて短く、患者の主訴にフォーカスした

外来となっている。また、グループ診療が一般的なロンドンでは、受診の度に担当医が変わることも珍しくない。

継続性を重視し、予防から慢性疾患の管理まで、かかりつけ医が包括的な医療を提供する外来研修を米国で受け
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た私には意外に感じられた。	 

英国滞在により、私は、プライマリ・ケア医の役割を社会の枠組みの中で考えるようになっていた。帰国して

プライマリ・ケア診療と教育を再開するにあたり、医師としての自分の土台となっている米国のプライマリ・ケ

アをそのような視点でもう一度捉え直したいと考えた。折しも、米国はオバマ・ケア導入のただ中にあり、プラ

イマリ・ケアの重要性がさらに認識されつつある。私は、一般内科研修を受けた総合診療部門に連絡をとり、フ

ェローとして受け入れていただくこととなった。そして 2013 年 9 月、ロンドンからボストンに「寄り道」して、

プライマリ・ケア診療と教育の現場に戻ってきた。	 

	 

2．症例検討会で聞きたかったこと	 

カンファレンスでの症例検討は、レジデントによる的確な病歴と厳選された検査結果の提示、病態生理を解き

明かす専門医の鋭い解説と続き、そのスタイルは大きく変わっていない。示唆に富む教育セッションが、研修医

に臨床を学ぶ驚きや興奮を与えるのは、いつの時代にも共通している。検査計画や治療方針の妥当性に関するコ

メントには、必ずと言ってよいほど 近の論文やガイドラインが引用され、EBM(Evidence-based	 Medicine)の実

践例をみるようである。そういえば、研修医時代、臨床試験は身近なところで常に行われ、世界に発信される前

からそのプロセスを垣間見ていた。大規模トライアルも日々の臨床の延長に感じられ、権威ある雑誌の原著論文

がニュースレターのようにおもしろく読めたことを思い出す。	 

さて、45 歳女性の臨床診断は、病理組織によって裏付けられた。外来の不定期受診が、不十分な検査フォロー

アップにつながり、結果として診断と治療の遅れを招いた症例として、プライマリ・ケア診療の役割の重要性が

共有された。外来フォローアップを必要とする患者の度重なるキャンセルや、DNK（連絡なしの非受診）をいか

に防ぐか、患者の不定期受診時に行われた検査結果を、担当のプライマリ・ケア医が確実に把握するために何が

必要かが議論された。診療録やあらゆる検査結果を遠隔から閲覧でき、医師へのリマインダー機能や電子メール

の活用など、メディカル・インフォマティクスが当時とは比較にならないほど発展したことが伝わってきた。デ

ィスカッションは多岐にわたり、重要な学習項目は明確であった。	 

しかし、症例検討が終わりに近づくなか、疾患マネジメントの知識が増えたにもかかわらず、その先にいる患

者の姿を私は、どうしても思い描くことができなかった。喘息で仕事を続けられない状況に陥っても喫煙を続け

ているのはなぜだろう。兄弟がティーンエィジャーの頃、近所で銃に撃たれたという、どんな地域に暮らしてい

るのだろうか。仕事のないパートナーと両親と住む家の中で、失業した彼女は毎日どう過ごしているのか…。カ

ンファレンスの 後に、フロアにいたチーフ・レジデントの一人が手を挙げた。「困難な生活をしている患者の

中には、外来予約を守りたくても来れない患者がいることを忘れてはいけない。DNK をなくすというのであれば、

そうした患者たちに配慮したシステムをつくる必要がある。」	 

その通りだ、と私は深く頷いた。	 

	 

3．健康格差に対する英国の取り組み	 

英国は、昔ながらの階級制度に加え、旧宗主国として多くの移民を受け入れており、社会の中の格差は大きい。

健康格差は、英国では社会問題として認識されている。国会議事堂のあるウェストミンスターでは、男性の平均

余命は 78 歳、そこからジュビリー・ラインという地下鉄に乗って東に進むと、1 駅ごとに平均余命がほぼ 1 年ず

つ下がり、カニング・タウンという駅のある地域では 72 歳になるという[4]。スコットランド・グラスゴーでは，

裕福な地域と貧困層が多い地域で，平均余命に約 30 年もの差があるとするデータもある[5]。	 

	 英国の保険は、国民の誰もが加入でき、しかも窓口で医療費の支払いを求められることなくほとんどの医療が

受けられる。収入の多寡に寄らず医療へのアクセスが保障されている。それにもかかわらず健康格差が生じてい
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るのは、医療サービスの存在のみが健康を保証するものではなく、健康を左右する社会的な要因がほかにも存在

することを示している。WHO では、それを社会の健康決定因子(Social	 Determinants	 of	 Health:SDH,	 以下 SDH)

と呼び、健康格差の原因だとしている[5]。1986 年のオタワ憲章では、“健康の前提条件”と位置付け、住居や収

入、雇用、教育、食糧、持続可能な資源や、平和であること、社会的公正(social	 justice)や公平さ(equity)を

あげている[6]。	 

SDH は、政治や社会の仕組み、経済によって形作られる。これらは臨床医の守備範囲からは遠く離れているこ

とのように思えるかもしれないが、英国のプライマリ・ケア医の団体である Royal	 College	 of	 General	 

Practitioners（RCGP：英国王立 GP 協会）は、1998 年に	 "Health	 Inequalities	 Standing	 Group	 of	 the	 RCGP	 (健

康格差に取り組む分科会)”を設立した。個々の GP の役割から、診療所・地域単位で行える取り組み、政策提言

まで議論を続け、正面から健康格差に取り組んでいる[7]。2008 年にはその一部が実践例とともに報告書にまと

められた[8]。例えば、継続フォローが必要な患者が外来を定期受診できるよう，職員が積極的に連絡を取り，

外来や薬の処方までの待ち時間を短縮して仕事に影響しないよう工夫した診療所、10 代の若者の妊娠や喫煙が問

題となっている地域で，学校に出張診療所を設け，生徒やその家族の医療へのアクセスを容易にした事例などが

紹介されている。その学校では、その後、生徒の問題行動や校内暴力が減少したという。	 

このような活動をプライマリ・ケア医が行うのは、SDH が患者に及ぼす影響に日々直面しているからであろう。

例えば、ロンドン市内では、中高生の約半数は英語が母国語ではない。児童のほぼ 1/3 が貧困家庭から通学して

いる。GP の中には，特に困窮した地域で診療に当たる医師もいる。また，英語を話せない移民や、紛争国からの

難民申請者の診療を通して，社会の在りようが患者の健康（well-being）に大きく影響することを実感している

医師も少なくない。英国内のどの地域にも住民が登録する GP 診療所があり、NHS の一部として運営され、プライ

マリ・ケア医が地域全体に目を配る立場にあることが、地域へのアウトリーチ活動を行いやすくしている。	 

	 私が勤務したロンドン大学キングス・カレッジ医学部は、毎年 450 名が入学する英国 大規模の医学部である

が、カリキュラムの 17％が地域医療教育に割かれ、Social	 Determinants	 of	 Health(SDH)の理解が教育の大きな

柱となっている。例えば、2 年生の診療所実習では、学生は診療所に登録している住民の男女比や年齢構成、文

化民族的背景について職員に聴き取り調査をしている。特定の背景を有する集団に共通の健康課題を見出し、診

療所がホームレスや難民、性産業従事者やアルコール依存患者など、診療所にアクセスしにくい層にどう対応し

ているかなどを学んでいる。また、４年生は、GP 診療所で妊婦を紹介してもらい、妊娠中と出産後に女性の自宅

を訪問する妊娠フォローアップ実習を行っている。私の同僚は、学生時代のこの実習を振り返って次のように話

してくれた。「女性が近くに買い物に行くというので付いていって、店の様子に衝撃を受けた。食料品は防弾ガ

ラスの向こう側に並んでおり、商品名を言って 後に代金と引き換えにもらっていた。野菜や果物はわずかで、

缶詰など保存できるものがほとんどだった。こうした事情を知らないままに行われた栄養指導は、とても現実的

ではないと感じた。医学生の多くは私も含めミドル・クラスの出身で豊かな暮らししか知らない。犯罪が多発す

る地域で生活し、子供を産み育てる女性の人生に触れたのは、その後、医師として患者に接するうえで得難い経

験となった。」	 

	 

4．研修医が仕事をつらいと感じるとき：米国事情	 

	 症例検討会の次の週、私はプライマリ・ケア教育が行われている外来を見学した。研修医は午後の外来で 4、5

人の患者を割り当てられる。カンファレンス・ルームには 3、4 名の指導医が待機しており、研修医のプレゼン

テーションを聴いた後、実際に患者のもとに行き問題点を確認する。ある研修医が、どうしたらよいものかと相

談に来た。42 歳の白人女性が、つい 近ボストンに転居し、かかりつけ医が必要ということで受診してきた。分

厚いカルテのコピーを持参してきているのだが、それは長年処方されている複数の、しかも高容量の睡眠薬や精
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神安定剤の処方を得るためだという。薬物依存の患者に悩まされることが多いと嘆くこのレジデントは、私に尋

ねた。「日本でもこんな患者は多くいるの？」。自分の経験した範囲では、皆無ではないが米国ほど頻繁には遭遇

しないと回答すると、それはなぜかと重ねて尋ねられた。	 

研修医時代、私も同じ疑問を持った。アルコール依存症から肝硬変を患って入退院を繰り返す女性、薬物の静

脈注射から感染性心内膜炎で長期の抗菌薬投与を必要とした患者。刑務官に付き添われて手足に手錠をかけた囚

人が胸痛の精査目的で救急外来に連れてこられたこともあった。また、肥満の患者も多く、日常動作に手助けが

必要なほどの病的肥満の糖尿病患者もいた。日本での私の臨床経験は限られていたし、勤務する医療機関や地域

によっても違いがあるのであろうが、こうした患者に遭遇するのは米国の方がはるかに多いように感じた。その

都度、医学的には適切な治療を行い退院あるいは転院が可能になるのだが、気持ちは晴れなかった。入退院を繰

り返す患者が少なくなく、いずれ同じ問題で、あるいは別の医学的状況で治療が必要になり戻ってくるだろうと

想像できたからである。	 

ある日、退院後に再び救急外来に戻ってきた患者を診た後で、先輩研修医が私に“シーシュポスの神話”の話

をした。シーシュポスは、神々の怒りをかって罰を受けたが、それは山の麓から大岩を高い山の頂上まで押し上

げるというものだった。その罰が過酷なのは、頂上に達したと思った瞬間にその岩がふもとに転げ落ち、 初か

らやり直さなければならず、しかもその終わりが見えないことだという。やっと治療できたと思った患者が同じ

問題で入院してくるのが、研修していて自分には一番つらいことだと先輩研修医は言った。今にして思うと、こ

のときの大岩を転がり落としていたのはその患者が“生まれ、育ち、生活し、働き、年をとっていく”なかで避

けられなかった Social	 Determinants（社会因子）[5]であって、神話のテーマである不条理を患者の人生を通し

て感じていたのではなかっただろうか。病気の原因をつくりだした背景(causes	 of	 causes)[5]に、Social	 

Determinants	 of	 Health(SDH)があるという認識を、研修医時代の私が持っていたら、患者に向ける眼差しが変

わったような気がする。また、カンファレンスで発言したチーフ・レジデントのように、医学的な治療のほかに、

患者が必要とする助けは何かを考えようとしたのではないだろうか。	 

 
 (The Spirit Level: Wilkinson and Picket) 
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5．国内・国間の健康格差	 

	 日本では薬物依存や病的肥満の患者に遭遇する頻度が、米国よりも本当に低いのか。それはなぜか。Social	 

determinants	 of	 health を踏まえると、実は答えを示すデータがある。The	 Spirit	 Level	 (Wilkinson	 &	 

Pickett)[9]という本によると、平均余命や乳児死亡率、肥満といった健康課題、およびティンエージャーの妊

娠や薬物依存、殺人や服役率などの社会問題と、所得格差には相関がある。	 

	 図は、先進国別に、国民の所得のトップ 20％とボトム 20％の所得比を所得格差として横軸に表したものであ

る。つまり、所得格差の大きい国ほど、様々な健康・社会指標が悪く、米国ではそれが も著しく認められる。

日本はその対極にある。各指標を個別に比較しても、所得格差との間に同様の相関が存在する。	 

	 さらに所得格差の大きい国や地域では、健康指標が劣るのは低所得者層に限らない。高所得者層も、他の地域

の同程度の社会階層の集団と比較すると健康指標が劣ることが、社会疫学の研究から明らかになっている[10,	 

11]。患者の健康が目に見えない Social	 determinants の影響を受けるとなると、その健康を預かるプライマリ・

ケア医の仕事は、米国が一番たいへんだということになる。	 

	 

6．Social	 determinants	 of	 health	 (SDH)としての医療保険制度	 

	 保険に加入できない無保険者の存在は、所得格差、健康格差を象徴しているともいえるが、被保険者であって

も、制度によっては負担しきれないほどの支払いが発生し、プライマリ・ケア医の仕事をさらに難しいものとし

ている。米国では、65 歳以上の米国市民は、公的医療保険であるメディケアの対象となる。 近の改定により、

在院日数が短い入院（2 泊以下）は「外来観察	 (observation)」という区分になった。外来患者として医療費が

算定されると、患者の支払い額は大幅に増えてしまう[12]。入院期間が 2 泊以上であっても、患者の状況や医療

内容によっては、外部の監査担当者(Recovery	 Audit	 Contractor:	 RAC)の判断で「外来観察」に該当と区分され

ることがある。そのため、入院診療として保険でカバーされるかどうかは退院後でないと分からない。入院患者

に区分されれば、退院後に中間施設(skilled	 nursing	 facility)に入所でき、リハビリテーションための滞在が

認められるが、プライマリ・ケア医が悩むのは、「外来観察」に該当と判定された患者はその特典を失うことで

ある。脆弱な高齢者は、短期間の入院でも自宅に戻れなくなることがあり中間施設を利用することが多い。後に

なって支払い困難なほどの高額な請求書が送られてくる可能性がある。入院精査・治療の適応を検討する際、患

者が経済的な負担を強いられる可能性を考えると入院を勧めるのを躊躇することもあるであろう。厳しい判断が

プライマリ・ケア医に求められている。	 

この制度に関連して、ある教育カンファレンスで、高齢者の入院に伴って検査を実施するにあたりどこまで患

者に説明するかという議論を研修医たちがしていた。自己負担額が変わることを説明して患者に検査を選択させ

るという考え方に対して、入院が必要なほど弱っている高齢者にそのような判断を求めるのはおかしい、経済的

に厳しい状況の患者を追い詰めることになるという意見が出された。そもそも負担額がいくらになるかも提示で

きないのに選択できるはずがない、という指摘もあった。私が研修していた頃は、すでにマネジド・ケアの時代

になっていて、患者がまだ入院中に保険会社から入院の必要があるのか問い合わせの電話を受けることもあった。

検査項目も治療方針を変えるかどうかという視点で吟味して選択していたが、それは必要な判断で納得できるこ

とであった。当時の指導医の言葉を今も覚えている。「限られた医療資源の再分配は医師として当然意識すべき

ことだが、患者の枕もとで電卓をたたくようなことをしてはいけない」。	 

	 

7.医療保険制度と臨床研修、社会的公正(Social	 justice)	 

国ごとに決められる医療制度も、健康を左右する社会的因子(SDH)である。英国 NHS が、国民皆保険・医療費

無料を貫くのは、たとえ一部分であったとしても自己負担の発生は社会的弱者が も影響を受けるという認識が
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あるからであろう。地域に根ざして診療活動を行っている GP は、多様な患者の背景や、社会経済的な状況を把

握しやすい。地域で提供される様々な保健・福祉サービスの情報をもち、当該機関や担当者を把握していると、

状況に応じて必要なリソースを紹介することも容易である。NHS には、もちろん課題もある。専門診療科受診や

入院・治療までの待機期間は大幅に改善されてきているとはいえ、他の先進国に比べると長い。がんの生存率に

関する成績も劣っており、その原因として診断の遅れと治療へのアクセスの問題が指摘されている[13]。地域間

格差の報告もある。それでも、プライマリ・ケア医は NHS による GP 制度を誇りに思い、9 割以上の患者がかかり

つけ医の GP を信頼していると回答[14]している。それは、NHS による医療提供が社会的公正を保っており、診療

に制約が存在することも制度存続のためには必要だというコンセンサスが医療者と国民の間に形成されている

からではないかと私は思う。英国民の NHS に対する自負は、2012 年ロンドン・オリンピックの開会式でも表現さ

れていた。	 

一方、米国では、オバマ・ケアをめぐる共和党の反対は激しく、政府機関の一時閉鎖まで招いた。しかし、報

道を聞く限り、反対意見は具体的な指摘に欠け、民主主義の危機だと不安を煽る発言に終始しているように私に

は思える。2013 年 11 月時点でオバマ・ケアのサイトのシステム障害はまだ続いているが、少しずつ登録が始ま

っている。そのなかで、オバマ・ケア導入前に加入していた格安保険を維持できないことが、新制度への攻撃に

用いられるようになった。維持できない主な理由は、もともとのカバーが不十分であったためだが、病気になる

リスクは低いからそれで十分だったと考える者には不評である。特に象徴的に思えたのは、そうした不満を利用

した、自動車保険と対比する批判である。自動車保険は事故を起こしやすい若者には高額で、年齢があがるほど

安くなる。医療保険はその逆であるはずで、若者が高い保険に加入させられるのはおかしいという主張だ。高額

所得者への所得税引き上げによる所得再分配を社会主義として反対するのと同じく、社会保障を否定する考え方

に思えた。その背景には、アメリカ合衆国の成り立ちや、その後の歴史の中で国民の間に共有されてきた価値観

やイデオロギーがあるのだと想像する。	 

所得格差や医療制度の不備は、社会因子(Social	 determinants)として、低所得者層だけでなく社会全体に負

の影響を与える。病院間の激しい競争が、診療や教育を損なう可能性もある。それでも、マサチューセッツ州は

恵まれた方だと聞く。オバマ・ケアのモデルとなった医療制度がすでに導入されていて、他の州とくらべると医

療へのアクセスは格段に保障されている。それでも、患者の経済的状況によって受ける医療が変わる可能性があ

るとしたら、研修医は釈然としないことだろう。メディケアを話題にしたカンファレンスの後で、研修医の一人

がとつぶやいていた。“We	 were	 not	 trained	 for	 this.”	 

The	 Accreditation	 Council	 for	 Graduate	 Medical	 Education	 (ACGME)は、卒後研修のなかで６つのコア・コ

ンピテンシーを修得することを求めている。その一つに「Professionalism」がある。ACGME が提供する研修医評

価は、「Professionalism」領域の項目として“Provides	 equitable	 care	 regardless	 of	 patient	 culture	 or	 

socioeconomic	 status（患者の価値観や社会経済的状況にかかわらず、誰に対しても公正に医療を提供する）”

という設問を設けている。一方、別のコンピテンシーである「System-based	 practice（制度に基づいた医療）」

では、医療制度という大きな枠組みを認識し、それに対応して効率的な医療を組み立てる必要性を強調している。

一見、矛盾するようなこの二つの課題に、研修プログラムがどのように取り組んでいるのか、研修責任者に直接

尋ねる機会はまだないが、「System-based	 practice」のなかでアウトカムとして求めている、“advocate	 for	 

quality	 patient	 care	 and	 optimal	 patient	 care	 systems（患者がよりよい医療を受けることができ、適切な

医療制度が構築されるよう声を上げる）”が一つの答えとなっているように思う。	 

世界のどこを探しても完ぺきな医療制度は存在しない。厳しい経済環境の中、限られた医療資源をどう効果的

に効率よく配分するかは、いずれの国にとっても重要なしかし困難を伴う課題だ。しかし、英国でも、米国でも、

そして日本でも共通していると感じるのは、どのような状況であっても目の前の患者に 善を尽くそうという医
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師の姿勢である。研修医の教育カンファレンスで、簡単には答えが出ない保険制度の問題を取り上げているのは、

非常に意義あることだと感じた。健康格差が生じている現状を認識し、現在の医療制度や政策、社会因子(social	 

determinants)がどのように患者に影響しうるかを理解するのは、 初の大事な一歩となる。制約がある中でも

利用できるリソースを把握し、困窮している患者に提示することで大きな違いを生むことがある。所属している

部門のなかで、そうした患者のニーズを見落さないような方策を提案できるかもしれない。医師人生の中で、自

分の持ち場でできることを何かしら見いだせると期待する。	 

	 

8．おわりに	 

英国で学んだ Social	 determinants	 of	 health（社会の健康決定因子）の考え方をもとに、医療制度、特にプ

ライマリ・ケアとその教育に関して、英国と米国の状況について考察を交えて報告した。個人的な体験に基づい

たものであり、また、ロンドンやボストンが必ずしも英国や米国を代表しているわけではないため、偏った解釈

をしている可能性は否めない。それでも、英国や米国に学ぶべきことは多いと感じる。特に、英国の地域医療教

育、GP 育成制度と継続教育は目を見張るものがある。また、NICE によるガイドライン作成や医療技術評価は、

その手法だけでなく価値判断をどう行っているかも興味深い。表面的に真似るのではなく、どのような試行錯誤

があったかなど、その制度や仕組みが導入され発展した背景にも目を向ける必要がある。米国では、Social	 

determinants(社会因子)を考えさせる研修医カンファレンスをはじめ、教育プログラムの充実はやはり特筆に値

する。また、診療の質保証に役立つよう作りこまれている電子カルテシステムと、頻繁に活用されている臨床診

断意思決定システムはこの 20 年間に大きく発展したことの一つだろう。そのほか、プライマリ・ケアに特化し

た研修プログラムやホスピタリストによる病棟管理など、以前にはなかった領域にも触れたいと考えている。	 

「The	 Spirit	 Level」の本のなかでは、日本は所得格差が も小さい国であり、ほとんどの健康指標、社会問

題において、常に評価の高い集団に属している。しかし、このデータは 2000 年代前半の統計をもとにしている。

規制緩和が進み、より自由競争社会へと進んだ結果、所得格差は、近年拡大している。高い水準を保ってきた健

康指標が今後急速に下がってくる可能性がある。プライマリ・ケア医は、社会的弱者に接する機会が特に多い。

これまで以上に健康格差に配慮した診療、様々なレベルでの組織的な対応、政策提言など、Social	 determinants

の影響を認識した、直接・間接の働きかけが必要となるだろう。格差社会の中で、奮闘している英国・米国のプ

ライマリ・ケア医たちに、日本の取り組みも発信したい。	 
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■アメリカのメディカルスクールで学んで	 

スタンフォード大学病院循環器内科フェロー	 川名正隆	 

	 

	 

	 

	 この度ACP	 Japan	 ChapterのGovernor’s	 Newsletterに寄稿する機会を頂きましたので、

私の受けたアメリカでの医学教育を振り返ってご紹介します。初回の本稿では自己紹介

からアメリカのメディカルスクール入学に至るまでの話をしたいと思います。	 

	 

	 私は東京に生まれ、大学までは基本的に東京で過ごしたのですが、小学校卒業

後に父の研究留学のためアメリカ・テネシー州で過ごす機会がありました。英

語も全くわからずに行った始めての海外生活でしたが、のんびりした南部の田

舎町で約1年半を楽しく過ごし、様々な体験を通じて人間的にも大きく成長し、

自分の中で非常に特別な体験として残りました（これに関連して、もう少し私

的な話を他所で書きましたのでそちらの方もご参照ください：	 

あめいろぐ「アメリカにいる個人的理由」	 	 	 	 	 	 	 

http://ameilog.com/masatakakawana/2011/11/21/085537）。帰国後は日本の教

育システムに戻り、大学在学中に先輩を通じて携わった先天性筋疾患の患者さ

んの家族の会でのボランティア体験を通じて、医学に進むことを決意しました。

一方で、日本で学生生活をさらに続けるというのも少々つまらないな、何か少

し変わった事はできないかとも悩んだりしました。そんな時に出会ったのが、

赤津晴子先生（現スタンフォード大学内分泌内科准教授）の著書「アメリカの医学教育」です。自分は日本の医

学教育現場を知らないながらも、本に書かれていた教育システムは理路整然としていて合理的・実践的であると

いう印象を受けました。もともと生命科学研究を志していたので	 アメリカの研究環境に非常に興味があったこ

ともあり、また自分のテネシー時代のポジティブな体験と家族の支援も背中を押してくれて、アメリカのメディ

カルスクールで医学を学ぶという挑戦を始めたのでした１。ではまずメディカルスクールの受験に必要な資格・

項目から説明します。	 

	 

・国籍：アメリカで医学を学ぶにはまず大学を卒業して学士号を得てからメディカルスクールを受験し、多くの

人はDoctor	 of	 Medicine	 (MD)を得ることになります２。学生のうちのほとんどはアメリカ国籍で、外国籍の人は

ほんの一握りです3。これは外国籍で外国大学出身の留学生が大きな割合を占める他の専門の大学院プログラムに

比べると大きく異なる点です。というのも基本的にアメリカのメディカルスクールは外国人に対しては門戸を閉

ざしており、まず公立（州立）大学のメディカルスクールは基本的にその州出身者（居住者）を優先的に入学さ

せるので、州外出身者でも難しいのに外国籍の受験生にほぼチャンスはありません。よって外国人は必然的に私

立大学しか受験できないのですが、多くの大学は永住権（グリーンカード）を持った人にしか受験資格がない事

が多く、また永住権がない場合はアメリカの大学で学部を卒業するか、外国で学士号を取った人はアメリカの大

学に1-2年以上在籍することが必要です（実際は、海外で取得した単位や学士号はアメリカの大学で取ったもの

と同様の評価を受けるのは難しいようです）。全米には現在141のメディカルスクールがありますが、こうした制

約の中10年前に私が受験時に出願可能だったのはたしか全体の1/3くらいでした。	 



12 
 

	 

・成績（GPA）：アメリカのあらゆる受験プロセスではそれまでの学校での成績を重視し、各科目で取ったAから

Dまでの成績を4〜1の点数として換算し、全部の科目の平均点をGPA（Grade	 Point	 Average）として算出します。

このGPAが3.5以上である（つまりほとんどAである）というのがメディカルスクール受験のほぼ必要条件です。

アメリカの大学では成績の付け方が厳格で、決まった割合でしかAを与えないなどとしている場合が多いので、

普段の授業からメディカルスクール受験生（premedと呼ばれます）の熾烈な争いが繰り広げられます。	 

受験の際には必須履修科目というものが決められており、 低1年間（2学期分）の物理・無機化学・有機化学・

生物の理科系科目と、人文科学の科目を 低1つの単位が必要です。これらの必要単位さえ揃えていれば大学で

の専攻に制限はありません。大半の学生は生物学などの理科系の専攻になりますが、文学や美術など科学系でな

い分野を専攻しても一向に構わず、むしろ個性的なバックグラウンドを持っている事がプラスになることもあり

ます。GPAは各大学のレベルの差を加味しないと絶対的な学生の評価には結びつけづらいのですが、いかに真面

目に授業に取り組んだかという指標にはなるので、メディカルスクール入学後の授業・実習をこなせるかという

判断材料にはなるのでしょう。	 

	 

・MCAT（Medical	 College	 Admission	 Test）：メディカルスクール受験のための共通試験で、私が受けた

時はPhysical	 Sciences（物理・無機化学）,	 Verbal	 Reasoning（論理的思考）,	 Biological	 Sciences（生物・

有機化学）,	 Writing	 Sample（小論文：2013年より廃止）の4つのセクションがありました。Writing	 Sample以

外は選択式で、各セクション15点満点です。Physical	 SciencesとBiological	 Sciencesの問題は基礎科学の知識

が必要となりますが、特定の生物学的現象や有機化合物の精製法を暗記しなければいけないというものではなく、

問題に出てくる現象や実験内容を科学的に考えることで正解に辿り着ける設問になっています。Verbal	 

Reasoningも同様で、短い文章を読んでそこから論理的に辿り着く結論は何かということを問われる問題が出題

されます。GPAと違ってこのテストは全国共通なので も客観的な指標ということで重要視されますが、かとい

ってpremedがこの試験のために長期間に渡って受験勉強をすることはあまりないようです。というのもこの試験

で必要となる知識というのは大学の授業の内容の基本的な部分が多く、やみくもに知識量を増やすよりも科学的

思考力と処理能力を鍛えることがより効果的なのです。そのため多くのpremedは、大学の授業内容をちゃんと勉

強して良い成績を取れるように努め、試験直前の3-4ヶ月はKaplanやPrinceton	 Reviewなど大手予備校の練習問

題を解きながら試験に慣れながら準備をします。	 

	 

・課外活動：一般に、GPAとMCATはまず足切りに使われ、それを通ると残りの項目で人物評価がされると言われ

ています。何千人といる受験生の中で自分がいかにユニークな存在であるかをアピールするため、premed達は忙

しい学業の合間を縫って課外活動に勤しみます。課外活動にはいわゆる学内サークルや部活動といったものも含

まれますが、 も重要とされているのがサイエンスに携わって来たという経験、および医療ボランティアです。

前者についてpremedは学部生時代に生物医学系研究室に出入りして実験を手伝ったり、卒業後に受験準備をしな

がら研究室にフルタイムで雇われて実験をしたりします。premed達は何とか論文の端の方に名前を載せてもらっ

て、研究室のボスに良い推薦状を書いてもらおうと、毎日頑張って実験に精を出しています。「研究室出入り組」

の学生が多くいる一方で、国際協力活動などを通じて公衆衛生に興味のある学生や（実際に公衆衛生の修士号を

取ってからメディカルスクールに来る人も多い）、また医学とは関係のない仕事をしていた人は自分の体験がい

かに自分の今後の医学でのキャリアを形成するかアピールすることになります。 終的には各大学の強い分野と

学生のアピールする特色がどれだけマッチするかが鍵となり、例えばプライマリケアや地域医療に強い大学と研

究機関の色が濃い大学では取ろうとする学生層はかなり異なってきます。よって各大学の特色について、学生の
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方でも受験前に下調べが重要になります。	 

後者の医療ボランティアについて、アメリカでは医療現場に実際に触れる経験をしてから医学に進むということ

がほぼ当然であると認識されています。アメリカの病院内では病棟内に様々な役割のボランティアが活動してお

り、その多くがpremed（または大学受験生）です。活動内容としては、患者さんを検査に連れて行ったり、病院

食の配膳をしたり、書類整理を手伝ったりと、専門知識のいらない仕事は何でも手伝います。空いた時間には患

者さんの話し相手になるので、多くの医学生はメディカルスクールに入る頃には病棟で患者さんに会っても臆す

る事無くコミュニケーションを取る事ができるようです。私も大学病院の病棟とERでボランティアをしましたが、

テネシー時代には知る由もない、医師になってからさらに深く関わる事になる生のアメリカの社会問題に初めて

触れた経験でした。アメリカの病院で働く人達を色々と観察できたり、また様々な人種の聞き取りにくい英語や、

貧困や差別など生々しい現実世界を垣間見たりできたのはとても良い経験になったと今でも思い返されます。	 

	 

・推薦状：	 上記の課外活動をした際のsupervisorに当たる人には必ず推薦状を書いてもらいます。	 研究関係で

その道の大御所に一筆書いてもらうのもプラスですが、メディカルスクール受験といった段階ではむしろ人物評

価をしっかりした推薦状を書いてもらうことが重要になります。推薦状は基本的に学生に対して非公開になり

（つまり推薦者がちゃんと書いている）、この学生が自分の知っている中で何番目に優秀かを示し、褒める場合

は具体例を添えたものが一般的に良い推薦状とされます。	 

	 

・エッセイ（Personal	 Statement）：医学を志す動機を書くのが基本パターンですが、大学によっては「自

分が一番苦労したことは何か」といったようなお題が出されることもあります。このようなエッセイはメディカ

ルスクールに関わらずアメリカのあらゆる受験で課されますが、 も重要なのは自分がエッセイに書いた事がア

プリケーションの他の部分でちゃんと裏付けされているということです。すなわち課外活動で実際に行った事を

エッセイ中に引き合いに出すことで、下手をすると実の無い浮ついた内容になりがちな自己PRの文章に説得力を

持たせるのがポイントになります。	 

	 

以上が出願に必要な項目になります。こうした一連の準備・手続きに関して力強いのがpremedical	 programの存

在で、授業の履修に関するアドバイスやボランティアの斡旋、MCATの勉強サポート、そして志望校選定のアドバ

イスなどあらゆる面でのサポートをしてくれます。よく「Premedという専攻・学部がある」という誤解を聞く事

がありますが、premedの学生は理科系必要科目とは別に専攻分野を選んで勉強しており（前述の通りどんな分野

でも良い）大学の中に医学部予備校のような組織があるわけではありません。premedical	 programはあくまでも

受験に関するアドバイスをする部門です。	 

私の受験時の 大のネックは国籍に関することで、留学生でも成績や課外活動などに関してはある程度何とかな

るのですが、日本国籍で日本の大学まで出た自分はだいぶハンデを追った事を後から知りました。幸運にも渡米

後に入ったBryn	 Mawr	 Collegeのpremedical	 programが実はかなり由緒のあるプログラムで、そこから推薦状を

貰えたというのが大きく効きました。次号では、実際の私の受験経験について触れ、さらに日米の医学生選抜方

式についても述べたいと思います。	 

	 

筆者略歴：東京に生まれ育つ。小学校卒業後約 1 年半をテネシー州で過ごす。東京大学教養学部を卒業後再渡

米、ブラウン大学メディカルスクール卒業、スタンフォード大学病院一般内科研修終了、現在同循環器内科フェ

ロー。	 
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1	 アメリカでは「Comfort	 Zone から出ろ」という表現がよく使われますが、まさに私のアメリカ行きの動機を一

言で現したフレーズと言えます。	 

2 アメリカには	 Osteopathic	 Medicine（説明は他所に譲ります）を教えるメディカルスクールも存在し、卒業す

ると Doctor	 of	 Osteopathy（D.O.）を得て、M.D.を取得した医師と一緒に卒後研修を行います。よく「アメリカ

では医学部は大学院（Graduate	 School）の扱い」と言われますが、狭義ではメディカルスクールはロースクー

ル・ビジネススクールと同じく Professional	 School という区分に入り、医師・弁護士などの専門職を養成する

職業専門学校の位置づけになります。もちろんメディカルスクールは研究機関としての機能もありますが、研究

活動・研究者養成に関しては Ph.D を取得するための大学院プログラムが別に設けられており、この 2 つは基本

的に別個の組織です。この特徴に関してはメディカルスクールのカリキュラムを取り上げる際にも触れてみたい

と思います。	 

3	 メディカルスクール受験および卒後研修のマッチングの手続きを担う American	 Association	 of	 Medical	 

College は医学生とメディカルスクールに関する様々なデータを公表しており、MCAT や GPA に関するデータや各

学校の学費のことまで調べることができます。（https://www.aamc.org/data/）	 
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■「医学生、研修医のための学会抄録・発表方法」ワークショップ	 

福原	 俊一	 

	 

1. 開催日時・場所	 

2013 年 11 月 9 日（土）13 時～15 時	 福島市（ホテル辰巳屋）	 

	 

2. 主催（共催）	 

Scientific	 Program	 Committee 委員会	 (SPC)	 

Committee	 for	 Associate	 and	 Medical	 Student	 Enrichment.委員会	 (CAMSE)	 

	 

3. 目的	 

臨床研究に関心がある学生・研修医を対象に、講義・グループワークを提供し、何らかの研究結果を ACP	 Japan	 

Chapter 年次総会 2015 で発表するよう促す	 

	 

4. 目的達成のための方略	 

参加者には事前に臨床研究に関する Web ベースのビデオ講義を視聴してもらった(“臨床研究とは何か？”

と”リサーチクエスチョン”)	 

ワークショップ当日は、3 つのミニ講義の後に、参加者がグループワークによる実習を行ない、考案した

リサーチクエスチョンを発表し、専門家らのフィードバックを受けられるようにした。	 

	 

5. 協力者	 

プログラム委員長	 

栗田宜明	 (京都大学大学院	 医学研究科	 医療疫学)	 

講師	 

錦織宏	 (京都大学医学研究科	 医学教育推進センター	 准教授)	 

Kenneth	 E.	 Nollet	 (福島県立医科大学	 輸血・移植免疫講座	 教授)	 

福原俊一	 (ACP 日本支部副支部長,	 京都大学大学院	 医療疫学	 教授)	 

ファシリテーター	 

関口美穂	 (福島県立医科大学	 整形外科	 教授)	 

二階堂琢也	 (福島県立医科大学	 整形外科	 講師)	 

加藤欽志	 (福島県立医科大学	 整形外科	 助教)	 

西脇宏樹	 (昭和大学藤が丘病院	 腎臓内科	 助教)	 

片岡裕貴	 (京都大学大学院	 医学研究科	 医療疫学)	 

	 	 

6. 参加者	 

本ワークショップへの参加者は 28 名であり、内訳は医学生が 8 名、若手医師（卒後 1-5 年）が 8 名、医師

（卒後年以上）が 12	 名であった。本ワークショップは医学生・研修医をターゲットにしていたが、参加者の

4 割はターゲット層よりも高い卒後年数の医師であった。	 
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7. 本ワークショップのプログラム	 

13 時 00 分：開始のあいさつ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 福原	 俊一	 

オリエンテーション	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 栗田	 宜明	 

13 時 05 分：クリニカル・クエスチョン（CQ)の見つけ方	 	 	 	 	 	 錦織	 宏	 

13 時 25 分：CQ を量的研究のまな板へ	 	 	 	 	 	 	 	 	 福原	 俊一	 

13 時 40 分：伝わらなければ科学でない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kenneth	 E.	 Nollet	 

13 時 55 分：グループワーク	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 栗田	 宜明、片岡	 裕貴	 

14 時 25 分：発表・フィードバック	 	 	 講師・ファシリテーター全員	 

14 時 50 分：各種案内（aBus、ACP 日本支部総会）、事後評価記	 

15 時 00 分：解散	 

	 

8. 参加者からの事後評価	 

全体としては、参加者の 90%が本ワークショップに満足していると回答した。	 	 

	 

ワークショップ全体に関して	 (回答割合	 22/28)	 	 	 

	 

	 

15

5

2

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1．とてもそう思う

2.そう思う

3．どちらでもない

4．そう思わない

5．全くそう思わない

①研究リテラシーの習得に有⽤用であった

17

4

1

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1．とてもそう思う

2.そう思う

3．どちらでもない

4．そう思わない

5．全くそう思わない

②臨臨床研究に対して学習意欲が⾼高まった
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16

4

0

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1．とてもそう思う

2.そう思う

3．どちらでもない

4．そう思わない

5．全くそう思わない

③他の⼈人にも参加を勧めたい

16

4

0

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1．とてもそう思う

2.そう思う

3．どちらでもない

4．そう思わない

5．全くそう思わない

④全体的に満⾜足している
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ワークショップ全体に関する自由意見	 (回答割合	 16/28)	 	 	 

	 

1	 
話題が尽きず、とても時間が短く感じました。これをきっかけに臨床件について、もっ

と勉強していきたいと思います	 

2	 
非常に密度が高く楽しかったです。片岡先生に導いて頂きながら、実際に手を動かして

CQ が RQ になっていく様が本当に印象的でした。有難うございました。	 

3	 質的研究についてもいつか聞きたいです	 

4	 もう少し時間が長いと十分な議論ができたと思います。	 

5	 ワークショップの形式での Brush	 Up は当院でもやりたいと思いました。	 

6	 
CQ に対し、Outcome にどのように介入し、変化させるかというところまでを考えること

で CQ がよりブラッシュアップされることが実感できた	 

7	 日頃の疑問を研究に繋げるきっかけが理解できてよかったです。有難うございました。	 

8	 

今までは臨床を行う上で研究について考えることが必要であると考えたことはなかった

が、RQ、PECO についての考え方が日々の診療を考える上で、有意義であると思いました。

とても良い勉強になりました。	 

9	 

臨床をやっていくうえで、日々疑問を持ち続け、その疑問を解決することが大事である

と、改めて再認識できました。それは当然のことですが、できていない時もあったな、

とはっとさせられました。とても有意義な時間でした。有難うございました。	 

10	 初めての参加でしたが、大変貴重な経験になりました。	 

11	 実習、発表の時間が短く感じました。	 

12	 
何度か繰り返して身につけたいと思いました。大事なポイントを分かり易く講義で教え

て頂、且つ、グループワークでもアドバイスを頂けて、とても勉強になりました。	 

13	 
講義、大変勉強になりました。グループディスカッションの時間が短く、議論を煮詰め

られず、残念でしたが、とても有意義でした。本当に有難うございました。	 

14	 

日常の疑問を他の人と対話することで、自分の考えがブラッシュアップされて、更に問

題が明確になっていって、議論が盛り上がっていくことを実体験することができて	 

良かったです。臨床疫学をきちんと勉強して、患者さんにより	 

医療ができるようにしたいと思います。有難うございました。	 

15	 
M6 学生です。学生ですが、丁寧な講義進行で本当に楽しく参加できました。次も参加し

たいです。	 

16	 
グループワークをできて楽しかったです。有難うございました。臨床研究をしてみたい

と思いました。	 
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9. 講義・ワークショップの風景	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 プログラム委員長	 栗田	 宜明先生	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 講師	 Kenneth	 E	 Nollet 先生	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 講師	 錦織宏先生	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CQ の見つけ方（講師	 錦織宏先生）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 ファシリテーターを交えたグループワーク	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 パーテイで福原先生と談笑	 
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■あとがき	 

	 2014年のACP	 日本支部のGovernor’s	 	 Newsletterの第一号(March,Japanese	 version)をお送りいたします。	 

	 小林祥泰	 支部長の序言では、昨年までの内科学会からの完全自立と今後の ACP	 日本支部の総合内科医育成

に対する役割について言及されております。	 

	 武田裕子先生に社会の健康決定因子が医療制度に与える影響とそれをどのように教育していくのか、具体的な

事例をあげて英国と米国の状況をご報告して報告いただきました。医療は社会的な活動であり、社会とのあり方

とは密接な関係にあります。その様な状況について医学生に対する教育、医師としての初期教育を社会背景が違

う両国がどのように対処しているかは大変興味深いものでした。私たち日本でも、様々な社会的背景をもつ方々

がいます。その方たちに対するアプローチ方法をどのように教育していくかを考えなくてはならないと思います。 
川名正隆先生にはご自身が体験されたアメリカのメディカルスクールへの入学の体験についてご寄稿していた

だきました。今回はアメリカのメディカルスクールの選抜方法について述べられております。日本の教育の改革

が実行されようとしており、アメリカの教育について 近話題に出ることが多いと感じます。日米の教育、特に

入学選抜について参考になる部分が多いと思います。	 

	 福原俊一先生には福島で行われた「医学生、研修医のための学会抄録・発表方法」ワークショップについてご

報告いただきました。この分野に関して日本の医学教育があまり重視されていない分野と思われます。非常に興

味深い内容と思われます。	 

	 

ACP 日本支部年次総会 2014 が今年も京都大学で開催されます。去年に引き続き沢山の参加型のセッションがあり

ます。多くの方々、特に、若手の医師にご参加いただければと思います。	 

このような会を主催していただく福原俊一委員長をはじめとする SPC の委員の皆様には心より深謝いたします。	 

	 

今回もまた、多数の先生方のご協力により発刊できたことを心からお礼申し上げます。	 

（松田	 正典）	 

	 

Public	 Relations	 Committee	 では、ニュースレター、ウェブサイト、フェイスブックなどを活用して日本支部

の活動を内外に広めて参ります。	 

Public	 Relations	 Committee	 

委員長:川村光信、副委員長:安藤聡一郎、岩永正子、大島康雄、小野広一、荒牧昌信、原	 眞純、板東	 

浩、松木薗和也、松田正典、川名正敏、泉谷昌志	 

	 

	 

	 


