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【スケジュール】 

前半 2週間は呼吸器内科を回りました。実習時間は基本的に 9時からの meeting で始まり

ます。この meeting には薬剤師や Physio と呼ばれる理学療法士も同席し、活発な議論が行わ

れていました。それが終わると病棟回診が始まります。2チームに分かれ、担当患者の検査

結果とカルテを参照し、Consultantと呼ばれる指導医と相談した上でプランを決め、患者と

話しに行きます。この際、必要があれば病歴聴取・身体診察・カルテ記載・静脈採血・動脈

採血などを任されます。また、週に２～３度は外来や気管支鏡検査を見学しました。実習は

毎日 17時前には終わり、15時前に終了することもありました。 

後半 2 週間は感染症内科に配属されました。スケジュールはおおむね呼吸器内科のもの

と変わりませんが、この期間には 1日だけ GP のクリニックを訪ねる機会があり、業務の見

学や在宅診療の見学をしました。 

 

【特に感じたこと】 

結核外来の見学をしていると、来院する患者がほぼすべて移民の方々であることにすぐ

に気づきます。それも東アジアからアフリカ、南米に至るまで文字通り世界中からです。彼

らの中には英語がほぼ話せない人も少なからずおり、そうしたときにはおそらく 20ヵ国語

以上用意されている医療用の電話通訳サービスを用いて、通訳を介して医療面接を行いま

す。その場合は当然会話のテンポは数倍遅くなりますし、質問の意図の取り違えや訳し間違

い、電波の不調もたびたび起こり、診察は一筋縄ではいきません。しかし、ドクターたちは

慣れた様子で苛立ちもせずに終始にこやかに対応していきます。日本への移民も増えてい

くことが想定される中で、同じような状況が日本で起こった時、もし自分がそこで働いてい

たら忙しい中でそうした方々にも不公平のない対応が果たしてできるかどうか、想像する

機会を得られたことは有益でした。 

感染症内科で印象的だったのは HIV の患者と接する機会が多かったことです。とりわけ

HIV 外来では様々なバックグラウンドとストーリーを持った患者と多数会うことになり、

日本での病棟実習では HIV 陽性の方と直に接することがなかった私にとって、多くの刺激

を受けられる場となりました。ほとんどの患者は、私のような留学生を含めた学生が外来に

同席することになんの抵抗も示さず、ドクターと赤裸々なやり取りを行います。来院する患

者の多くがパートナーや家族を伴っており、和やかなムードの中で全員で建設的な議論を

している上、私が見た範囲では自分の病に関して悲観的になっている方はいませんでした。

このような患者像は、私が乏しい知識からつくっていた勝手なイメージとは大きく異なっ



ていて、英国における LGBT や HIV についての理解の進み方を実感するとともに、自身の

不勉強を痛感させられるところでした。一方で、HIV 陽性の診断を受けた中国からの留学生

の外来の見学をしていると、直接的な話になった時に恥ずかしがって答えを濁すなど、それ

までの患者にはなかった反応が見られ、たった一つのサンプルから語ることは許されない

のは承知ですが、我々を含めた文化圏での HIV に対する感じ方にはやはり差があるという

ことも感じました。 

さらに、患者の背景も本当に多種多様で、掛ける言葉にテンプレートやマニュアルなど通

用しない繊細な心遣いが必要とされると感じました。しかし、ドクターはみな個々の患者と

強固な信頼関係を築いており、彼らにしかできない声掛けをしていました。患者と医師の

HIV への関わり方から、少しだけこの疾患の姿がつかめた気がしました。 

留学期間を通じて医療そのもののレベルが日本より優れていると感じたことはなく、逆

に日本の方が優れていると思う点がありました。電子カルテがいまだに導入されていない

ことや、画像を全く自分で見ずにレポートだけから議論するドクターが多いこと、病院のア

ポイントを取るまでの長い待ち時間などです。しかし、ひとつ確実に学ぶべきものがあると

感じたのも事実です。それは人間関係です。医療者同士の人間関係は非常にフラットで学生

から Consultantに至るまで、カンファレンスでも回診中でもいつも和気あいあいとジョーク

を飛ばしあっています。あるドクターによれば「私たちが Consultantを尊敬していないわけ

ではない。我々はお互いを尊敬しあっていて、それはコミュニケーションを潤滑にするため

に必要で、患者のためのことなのだ。」ということでした。日本の医療者同士の関係性にい

ささか仰々しさや不自然さを感じたことのある私にとって、この言葉は自分の将来の振る

舞いを律するものとなるでしょう。 

しかしそれ以上に感銘を受けたのは患者との関係性です。実習が始まって以来、患者やご

家族とのコミュニケーションを若いドクターでも大事にすることは感じていました。ドク

ターはベッドに腰かけて目線を合わせて話し、どれだけ話の長い患者さんでも決してドク

ターの側から話を遮ることはありません。採血ひとつするにしても事細かにその重要性を

説明したうえで、受け入れるか尋ねます。その結果、採血を断る患者も多く見ましたが、そ

れを陰で非難がましく話すことも皆無で、患者の自律を尊重する文化が根付いていること

の現われといえるのかもしれません。しかし、最も心を動かされたのは呼吸器内科の Dr. 

Burnsの外来を見学した時のことです。 

その時の患者は新患で、30代女性で非常に早く COPDの診断を受けてしまった方でした。

Dr. Burns の話によれば恐らく大麻の濫用の影響だろうとのことでした。言わずもがな、

COPDの治療にはタバコや大麻の禁煙が大前提となりますが、それを実現するには本人の決

断とそれを支える医師の存在が必要です。Dr. Burns はショックを受けているその患者に「あ

なたのこれからの人生がどうなるかはあなた自身にかかっている。しかし私はあなたのド

クターです。あなたが必要なことは何でも喜んでする。ここのスタッフ皆があなたの味方で

す。」と強い言葉で 30分にも渡って語り続け、最終的に彼女は泣いて禁煙の決意を表明しま



した。彼女が立ち去った後、私が「日本で患者とのこのような建設的で親密な会話は見たこ

とがない」と Dr. Burns に告げると「彼女は今、決心した。彼女は禁煙できる。今、君はど

ちらの接し方が良いかわかっただろう。あとは実行するだけだ。」との言葉をいただきまし

た。日本でこのようなドラマチックな会話が医師と患者の間で交わされるのを見たことが

ないのは私の不勉強によるものかもしれないし、そのような会話が少ないのはあまりに多

忙な日本の病院のあり方が問題なのかもしれませんが、やはり見ているだけで、医師として

のあり方を教わることのできる機会がここには豊富にあると感じましたし、それが若いド

クターにも受け継がれていることも実感しました。このような Clinician としてプライドを

持って働いているドクターとの出会いは私の人生にとって貴重なものになると感じていま

す。 
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I had 4 week elective program in Newcastle University Medical School from March 4th to 29. 

Everything I saw was fruitful and helpful. This paper reports my experience there. 

 

Firstly, I’ll briefly summarize my schedule. In the first 2 weeks, I was assigned to Respiratory 

department. My daily schedule on this program was 9 a.m. to 5 p.m., although I saw work in 

Assessment Suit until 10 p.m. on my first day. Usually, the program started with meeting, in which 

inpatients’ condition was discussed from many perspectives. After that, I rounded ward with doctors 

and checked how patients were going with doctors, do some work like taking history and blood test. 

Also, I observed outpatient clinic and bronchoscopy around twice a week. In the latter half, I moved 

to Infectious diseases department. Although tasks were not so different form ones in the Respiratory 

department, I had an opportunity to visit the GP clinic in this term, which is called GP Surgery Benfield 

Park Medical Group. Furthermore, I attended several lectures with medical students and conferences 

for doctors.  

 

Through these tasks, I learned many things both of similarities and differences between Japan and U.K. 

To be honest, I thought medical care itself was by and large same and I was rarely surprised at 

examination, treatment or medication. However, cost-effectiveness of medical system in U.K. shocked 

me. When I visited GP clinic, I realized that health care fee is determined by pay-for-performance and 

all doctors are incentivized to make medication cheap and simple. On the other hand, in Japan, because 

of health care fee largely based on pay-for-service, doctors tend to prescribe unnecessary medicine 



and perform excessive examination so medical expenses have been rising coupled with the worst aging 

society in the world. Moreover, polypharmacy which causes drug-resistant bacteria and side effects 

has been a big problem in Japan recently, which is partly due to pay-for-service. Therefore, I think 

pay-for-performance is not only effective to health economics but also for public health. Payment 

models in U.K. could be a solution for this situation in Japan so this was a good opportunity for me to 

think critically about Japanese medical system. 

 

Another difference I found in U.K. is realization of work style. When I was in U.K., I noticed that 

doctors have a shift system which is very strictly established and rarely saw doctors in the day shift 

stay in the hospital after 5 p.m., which never happens in Japan. Japanese doctors tend to work more 

than 80 hours and it is not uncommon to work on weekends. As a result, Japan is facing crises including 

burnout and suicide of doctors due to overwork. Although Japanese government is trying to tackle this 

problem and work style is on the way of transition, doctors are still forced to work for a long time. 

Experience in U.K. hospital gave me an insight to how to work in the future. 

 

The biggest thing I learned in U.K. was how to communicate with patients. As soon as I started 

internship, I realized all doctors including foundation doctors have very good relationship with patients. 

Especially, when I saw outpatient clinic by Dr. Burns, who is one of Consultant doctors in Respiratory, 

I was amazed at how he talked to his patients. He always made eye contact with them and had very 

constructive and intimate conversation. However, in Japan, doctors rarely see patient’s face because 

they are always typing something, watching the display. That was my first time to see such a great 

relationship between doctors and patients. This experience taught me how I should behave as a doctor 

in the future. 

 

To conclude, I learned a lot of things during my elective course and everything was fruitful. I 

appreciate everyone’s help, especially my supervisor Dr. Mcfarlane and Dr. Price. 

 


