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私たちはスタンフォード大学内の Lucile Packard Children’s Hospital(以下 LPCH)という小

児病院で 3月 5日（火）から 3月 15日（金）まで、10日間の見学実習をさせていただきま

した。基本的には 8 時からのドクターによるラウンドから参加し、8:30 から CV(Cardio 

Vascular) ICUラウンドか手術見学のどちらかに参加するというスケジュールでした。 

私は外科志望だということもあり、オペ見学を主体に参加させていただきました。手術も

今まで見たことの無い複雑な症例ばかりで、最終日には心肝同時移植まで見ることが出来

ました。私は「この留学は 2 週間しかないから、今見逃したら帰国してから絶対後悔する」

と思い、積極的に麻酔科のところから見させてくれないかお願いしました。Operation nurse

（手術室看護師）や麻酔科の方（研修医 3年目）もとても親切で、麻酔科のポジションから

見学させていただけたため、解剖学的なことだけでなく、縫い方や器具の持ち方などの細か

いところも勉強しながら有意義に見学することが出来ました。また、「鑷子は pick up とか

forceps」や「電気メスは bovie」というように、執刀医の先生が指示するのを聞きながら勉

強しつつ、将来自分がアメリカで執刀している姿を重ねたりしていました。手術直後になる

べく質問をしたのですが、回答を半分くらいしか理解できなかったことが今回悔しかった

ことの一つで、帰国後、英語を勉強する大きな原動力となっています。 

ICU ラウンドでは、ドクターによるラウンドとチームによるラウンドの 2 つがありまし

た。チームによるラウンドは 24床（すべて 1人部屋）を 2チームで分担しており、約 3時

間程度かけて、全患者のベッドサイドでご家族と治療方針の確認を行っていました。自分の

リスニング力の拙さや現地のスタッフの話すスピードの速さから、聞き取れないところは

あったものの、大まかな流れは日本と同じだったように感じました。日本のナースとは異な

るナースプラクティショナーという職種の方もいて、画像の読影をしながらドクターと一

緒にカンファレンスをしていたのがとても驚いたことの一つです。アメリカはパラメディ

カルが充実しているというのを肌で感じた瞬間でした。 

毎週水曜日は朝 6:30からカンファレンスがあるのですが、小児循環器のドクターや、ICU

専属のドクター、循環器内科のドクター、小児心臓外科医など、多くの科の先生方が参加し

ていました。一つ一つの症例に対して多くの意見が上がり、日本よりも活発に議論している

様子で、これがアメリカのカンファレンスなのかと驚いたことを覚えています。各症例に対

し、前田先生も積極的に意見をおっしゃっていて、改めて、スタンフォードの小児心臓外科

医の第一線で活躍している姿に感銘を受けました。また、小さなブッフェがカンファレンス

室の後ろにあり、先生方が朝ご飯とコーヒーを片手にカンファレンスに参加しており、その

ようなところもアメリカスタイルだなと感じました。また、カンファレンス中に他の病院と



のスカイプをしていたことも新鮮に感じました。 

3/11の月曜日は、CV に関する研究の発表会に参加させていただきました。いつも ICUに

いる小児科のドクターもプレゼンしていたり、前田先生のポスター発表が二つもあったり

と、身近な先生方が忙しい中でも研究をしていることを知り、驚きました。発表会では、様々

な先天性心血管疾患の遺伝学的発症メカニズムの研究や、miRNA を用いた心不全の障害度

評価といったミクロな研究から、移植前後の患者さんや家族の心理的負荷に関しての研究

や、ペインコントロールに関しての研究といったマクロなものまで、様々なテーマ・アプロ

ーチの研究成果を聞くことが出来ました。発表者の先生方に若い方が多かったことも印象

的でした。これに関して、滞在先の部屋を貸していただいた家主の娘さんも、medical school

に入るために、高校生のころから研究の手伝いなどを始めていたと聞きました。日米間での、

研究に対しての若者の意識の違いを少し感じた経験でした。 

今回学べたこと、得られたことをまとめると、将来のロールモデルの一つとなっているド

クターとの出会い（前田先生や Dr. Michael）、英語が通じなかった悔しさと今後の勉強への

モチベーション、アメリカの小児心臓外科医の姿や仕事内容の把握、パラメディカルの充実

など日本にはないアメリカの医療政策への興味、異なる文化との交流、といったことが挙げ

られます。本留学を通して、それまでは想像の範囲でしかなかった、海外で外科医として働

くことを現実的に思い描くことが出来ましたし、それに向かって医学、医療の勉強にいっそ

う励んでいこうというモチベーションも強くなりました。また、現地で感じた悔しさをバネ

に英語学習をより頑張りたいと思ったこと、医学に限らずパラメディカルの充実など医療

システムについて興味の幅が広がったことも今回の大きな収穫です。このプログラムに参

加しなかったら一生後悔すると思えるほど、私にとってはとても有意義な留学でした。本当

に行って良かったと心から思います。 

本プログラムを引き受けてくださった前田克英先生、仲介していただいた中内先生や中

島教授、手続きなどサポートしてくださった両大学のスタッフの皆さん、そして多大なご支

援をいただいた横浜市立大学医学部医学科同窓会倶進会、医学部後援会の皆様に心より感

謝申し上げます。 

 

I joined this clinical observation from March 5th, 2019 until March 15th, 2019 at Lucile Packard 

Children’s Hospital (=LPCH) in the campus of Stanford University. This program was related to 

children’s heart surgery and children’s cardiovascular ICU. The schedule was as follows. 

 6:30~ 7:00~ 7:30~ 8:00~ 8:30~ 9:00~ 9:30~ 

Mon    surgical round Research Workshop 

Tue   Lecture CV ICU round / operation 

Wed Conference CV ICU round / operation 

Thu   Lecture CV ICU round / operation 

Fri    surgical round CV ICU round / operation 

Sat    surgical round CV ICU round / operation 



Basically, I and the other YCU student gathered at LPCH at 8:00 am and joined a surgical round for 

about 30 minutes on Monday, Friday and Saturday. During this round, some pediatric cardiac surgeons 

and pediatric cardiac physicians visited their patients. And from 8:30 am, we joined a CV 

(Cardiovascular) ICU round or attended an operation separately.  

 

Because I would like to become a children’s heart surgeon, I mainly visited pediatric heart surgery. Dr. 

Maeda, Dr. Hanley and Dr. Michael, who actually perform children’s heart operations in LPCH, 

allowed me to attend their operations. I joined many kinds of operations, which were Fontan operation, 

pulmonary artery reconstruction, arterial switch, pulmonary valve repair, uniforcalization revision to 

MAPCAs, tricuspid valve repair, VSD closing, and contemporal liver and heart transplantation. I 

thought there were more complicated cases than I observed in Japan. Especially, observing 

contemporal liver and heart transplantation made me so excited because I had never seen such a 

transplantation. When I visited the operation, I asked the anesthesiologists to observe the operation in 

their position in the OR. They were so kind that they not only made me observe in their position but 

also explained what the surgeons were doing then. That is why, I was able to study how the surgeons 

held instruments and how they sutured it on the operation. Listening to how they ordered operation 

nurses to get instruments, I imagined myself performing an operation overseas in the future. Therefore 

it was very useful and exciting time. Operation staffs including surgeons, assistants, operation nurses, 

perfusionists (because cardiopulmonary bypass was needed) were also very kind and friendly. Some 

of them remembered my name. I think American medical personnel are more hospitable than Japanese 

one. The only thing I regretted is that I could not tell what I wanted to say and I could not understand 

what they said more than I expected. But these experiences were driving me to learn English harder 

. 

As for CV ICU round, I joined visiting 12 patients for about 3 hours. In this round, doctors and nurses 

shared treatment with the patient’s family. In Japan, we don’t spend so much time to go on rounds. So 

I think American doctors take care of patients and their family more than Japanese doctors. I also got 

to know the nurse practitioner, who poses between nurse and doctor and who is allowed to perform 

medical treatment within a certain degree. Joining a conference where nurse practitioners and doctors 

talked equally, I was surprised and I thought nurse practitioner was important in order to reduce doctors’ 

burden. Thanks to them, physicians can concentrate on their patients’ treatment more and surgeons 

can spend more time to prepare for and perform an operation. 

 

On Wednesday, we joined the morning conference from 6:30 am and most doctors attended with their 

breakfast and coffee. Many of them discussed with passion and Dr. Maeda also gave his opinions to 

each case more actively than other doctors. Because he is such a good surgeon and played an important 

role in the conference, I was very impressed by him. As well as Dr. Maeda, Dr. Michael is also good 



doctor, so I decide to work under Dr. Maeda and Dr. Michael in the future. 

 

On Monday, I joined the Heart Center research workshop and I was able to learn about many kinds of 

researches. I found two of Dr. Maeda’s research articles in poster sessions. He looked busy but I heard 

he had one research day per week. This made me surprised again because having a day for laboratory 

work every week was very difficult in Japan. I think, thanks to the existence of capable paramedical 

staffs like nurse practitioners, American doctors can spend more time to do research. This is such a 

good thing that I think Japan should learn to develop paramedical staffs’ work more.  

 

Through this clinical observation, I found good doctors who I want to emulate just as in the future and 

I learned what it was like to work abroad as a pediatric cardiovascular surgeon. And also, I learned 

differences about medicine between Japan and America. Since I got especially interest in the important 

role of American paramedical job, I would like to study not only English but also medicine of Japan 

and America from now on. Someday, I want to come back to LPCH as a surgeon. 

 

Last but not least, I would like to thank Dr. Katsuhide Maeda, Ms. Mary Devega, Ms. Ami Ishii, and 

all the staffs concerned for organizing this observation. I also appreciate the financial support from 

Gushinkai and Kouenkai. 
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横浜市立大学医学部後援会、および医学科同窓会倶進会の援助を頂き、2019 年 3 月 2 日

から 2019年 3月 17日にかけてアメリカの Stanford大学にて Clinical Observationを行う機会

を頂きました。実習先の病院は、Lucile Salter Packard Children’s Hospital(LPCH)で Dr. Maeda

にご指導いただき、Cardiovascular Surgeryにて見学をさせていただきました。 

当プログラムに応募した理由として、私は小児科を志しており、小児循環器の分野に興味

があったことが挙げられます。また、アメリカの医療システムは日本の医療システムと違う

と聞いていたので、それを自分の目で確かめてみたかったため、また、アメリカでは症例の

多い移植手術を見学したかったために応募しました。 

主な実習内容は、Cardiovascular Intensive Care Unit(CVICU)にて回診、症例カンファレンス、

小児心臓血管外科手術の見学などを行いました。平日朝 6 時 30 分や７時 30 分から症例カ

ンファレンス、8時からは心臓血管外科の回診、その後 8時 30分からは CVICU スタッフの

回診、その後は手術見学をしておりました。 

CVICU の回診は医師を中心とした医療チームが病床を回り、それぞれの患者の病状、治

療方針などを患者本人と家族同席のもと、意見交換をしていました。患者と患者の家族は、

最後に医師らに質問をする時間を与えられていました。ほぼ毎回患者家族から質問があり、

それに対して丁寧にわかりやすく医療チームが答えていました。回診は毎日あり、1人の患

者に対して 15 分以上かけており、朝 8 時 30 分から始まり、ほぼ午前中全て費やされてい

ました。医療チームの構成は、医師、Physician Assistant(PA)や Nurse Practitioner(NP)などで、

日本では馴染みのない立場の職員がいました。看護体制は、24 時間体制で患者 2 人に看護

師 1人が配置され、患者家族の面会時間に制約はなく、朝の回診時に同席していました。 

小児心臓血管外科手術見学では、最終日に心肝同時移植を見学することが出来ました。朝

9 時から 12 時間以上に渡る手術で、レシピエントの心臓と肝臓を取り出し、ドナーの心肝

を移植するところを見学できたことは非常に貴重な体験だったと思います。 

今回の実習を通じて、アメリカの医療システムに触れ、日本の医療との相違点 2点を考え

させられました。 

1点目は、アメリカでの専門性についてです。アメリカは専門性が重視されていて、日本

の医師ほど広く手技は行えません。例えば、カテーテル検査にはそれ専門の先生がいて、小

児循環器の医師がカテーテル検査を行うわけではありません。そのため、アメリカだと自分

の専門分野をじっくり深めることが出来ますし、日本だと幅広く手技を獲得出来ます。 

２点目は、医療が誰のためにあるのか、という点をアメリカでははっきり示していると思

いました。患者家族はいつでも患者に会いに来ることができる点、回診でも患者本人と家族



に毎日 15分以上かけ、患者の状態を説明し、今後の目標を共有している点が印象的でした。

アメリカでは、患者やその家族と向き合う時間が多く、患者本人やその家族に対して開かれ

た医療だと感じました。アメリカに比べると、日本では、医師は duty が多く、忙しく、患

者とその家族には手術や今後の治療についてなど、重要なことのみしか話す時間がない、と

いう印象を 5年生の大学病棟実習を経て持ちました。 

日本の医療システムだと、医師は獲得しなければいけない手技も多く、その他、カルテ記

載や、薬剤や処置のオーダーを出すことに時間を追われ、パソコンと向き合う時間が多く、

患者やその家族に直接向き合う時間が少ないように個人的に感じます。また、日本だと臨床

をしながら研究をすることも難しいというお話も伺いました。この原因は日本の医療シス

テムにあるように感じました。アメリカでは、NP や PA といったような、医師と看護師の

中間レベルの職種が充実していて、医療事務員のカルテ(Clinical record)記載が可能であり、

医師が行うべき作業が少ないと思いました。 

もちろん、この留学で感じたことは、私が医師になって日本の医療システムの現実を経験

していないからこそのものがあると思います。私が医師として働いてからアメリカの病院

に留学するとまた違う印象を受けると思いますが、まだ働いていない今だからこそ感じる

ことや、今だからこそ築ける自分の理想の医師像（患者との時間を大切に、患者と向き合う

医師）を得ることができました。この経験を経て、自分の理想を目指し、日々精進していき

たいと思います。 

最後になりましたが、プログラムの企画、運営にご尽力いただいた、横浜市立大学医学部

の先生方、スタッフの方々に感謝いたします。また、横浜市立大学医学部医学科同窓会倶進

会および横浜市立大学医学部後援会よりご支援いただいたことを、再度御礼申し上げます。 

 

In December, 2018, I was very surprised at the announcement of the exchange program with Stanford 

University at Lucile Salter Packard Children’s Hospital (LPCH). It was a sudden announcement and 

also it was an unprecedented program with the Stanford University. As I had wanted to work in the 

field of pediatrics, I decided to raise my hand to participate in the program. 

 

It was so lucky that I was chosen as one of the two students to send to LPCH in January 2019. However, 

I had not had an idea that there were so many things to do to prepare for going to America. The most 

time-consuming task was to find a place to stay. I wrote an e-mail, made a phone call, exchanged short 

messages through WhatsApp application. With all efforts, I could find a room at a clinical case 

manager at one of the hospitals of Stanford University. 

 

During my clinical observation, Dr. Maeda of Cardiovascular Surgery offered us precious experiences. 

He arranged for me to accompany the going around the patients of CVICU and to observe surgeries. 

He also arranged for me to participate in the conference from 6:30 in the morning. From Monday 



through Saturday, in the whole morning I had chances to observe practical communication between 

medical staffs and patients, conducted at the bedsides. What I was impressed is that there are variety 

of positions in the medical staffs such as Physician Assistant (PA) and Nurse Practitioner (NP). Besides 

doctors, PA and NP were very active in the decision making process as a team. Patients and the family 

members of patients were proactive about asking questions to the medical team and the team was also 

willing to answer and explain what they were asked. 

 

The biggest operation I was observed was on the last day. It was simultaneous heart-liver 

transplantation. The operation started at nine o’clock in the morning and continued eight o’clock in 

the evening when I went home. Unfortunately, I could not observe the operation until the end, but it 

was the sophisticated, complicated, and biggest operation I had ever observed. Along with the 

experiences mentioned above, I had special occasions to stay at Palo Alto to look around the Stanford 

Campus, and the city of San Francisco. 

 

Lastly, but not the least, I would like to thank all the Faculty to provide me this opportunity. I would 

also appreciate financial support by Gushinkai and Igakubu Koenkai. With all these supports and 

assistance, I had precious experiences at Stanford University, which will hopefully ripen in my future 

career as a pediatrician. 

 


