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2018年 7月 14日から 8月 14日までの 1ヶ月間、University of British Columbia (Vancouver, 

Canada) におけるVancouver Summer Programに参加しました。私が選択したコースはClinical 

Research and Clinical Medicine でした。プログラムの内容は前半と後半で分かれており、前半

2 週間は臨床研究に関する内容、後半 2週間は臨床医学と診察手技に関する内容でした。参

加した学生の過半数は中国出身でしたが、他にも台湾、フィリピン、タイ、サウジアラビア、

南アフリカ、エクアドルなど様々な地域から学生が集まっており、講義はすべて英語で行わ

れました。また、講義自体はキャンパスからバスで 30分ほど離れた場所にある BC Children’s 

Hospitalにて行われました。 

臨床研究のワークショップでは、各グループで一つ具体的な研究テーマを立案するとい

う課題に取り組みました。研究テーマの選定から背景情報の収集、サンプルサイズの計算、

介入や観察の手法および手順、検定法、準拠する倫理規程、有害事象への対応といった、臨

床研究を行う上で必要となる事柄を全て学生自身で考えてレポートにまとめ、プレゼンを

行いました。グループ内では Background、Methodology、Ethical consideration の 3 班で役割

分担して作業を進めることとなり、私が担当したのは Ethical considerationの分野で、特に有

害事象の問題について調査しました。私のグループの研究テーマは“Should we drink soy milk 

before enjoying a night out?”というユニークなものでした。研究の種類としては前向き二重盲

検交差ランダム化比較試験であり、20-25 歳の日本人男性 40 名を対象に、豆乳を摂取する

介入群とプラセボ群の 2 群間でアルコール代謝にどのような差が見られるか χ 二乗検定で

比較する、というものです。出身国も文化的背景も異なる学生達とチームを組んで英語で議

論せねばならず、最初は非常に苦労しましたが、臨床研究の立案にあたって協議すべき項目

は多岐に渡ること、そして各項目についてそれぞれ学術的根拠を示しつつ綿密に計画せね

ばならないことなど多くのことを学べました。 

後半の 2 週間は病歴聴取や身体診察、心電図、胸部 X 線、鑑別診断といった臨床医学の

基礎を学ぶ内容でした。診察法も含め臨床の基礎はすでに日本で学んでおり、またあらかじ

め基本的な医学英語を学んでいたこともあり、英語の講義にも問題なくついて行くことが

できました。ただし、身体診察に関しては全て日本語で学んできたため、診察に際して患者

にかける言葉が即座に口から出て来ず、苦労する場面もありました。英語で医学を学ぶ際に

は前提として専門用語だけでなく一般的な英語の知識が不可欠であることを痛感しました。

また、鑑別診断においては正解に辿り着くことではなくその思考のプロセスを非常に重要

視している点が印象的でした。 

シミュレーションセッションは実際に病院にて医師のトレーニングに用いられている設



備を用いて行われました。医師の指導の下、BLS や処方箋作成、気管挿管、IV、IO(intraosseous)、

初療室における救急対応などを体験しました。特に救急のシミュレーションルームはモニ

ターや酸素マスク、吸入薬などを完備した本格的なものであり、実際の小児救急の現場を想

定しつつ実習に臨むことができました。 

全体を通して感じた日本と諸外国の学生との違いは、講義に対する態度でした。内容に関

して講義中に積極的に質問や発言をする学生が多く、日本の大学における講義風景とは対

照的です。質問の内容やレベルに関係なく、個々の質問に対して先生方がしっかりと対応し

ている点も印象的でした。講義とは本来教える側から教わる側への一方的なものではなく、

双方向的なコミュニケーションを介して行われるものであるという認識が浸透しているよ

うに思われました。グループワークにおいても積極的に発言し、議論に参加する学生が多い

ことに驚かされました。私自身ディベート形式の講義には不慣れであり、この「自分の頭で

考え、議論する」力というのは日本が他国と比較して後れを取っている部分なのではないか

と考えます。また、英語に対する認識も、日本と諸外国との間でかなり違っているように感

じました。日本において英語を使用する場面は非常に限られており、教育レベルを問わず流

暢に英語を話せる人は多くありません。私自身、本プログラムに参加した目的の一つに「英

語能力の向上」があります。一方、本プログラムに参加した学生の英語力は総じて高く、ネ

イティブスピーカーと不自由なく会話できるレベルの者も少なくありませんでした。特に

香港やフィリピンのように英語を公用語とする地域の出身者ならば頷けますが、そうでは

ない中国やタイの学生も英語学習に対して非常に熱心でした。英語を話せることは特殊技

能ではなく、「英語は話せて当然」が国際的な場での常識であることを思い知らされました。 

この 1ヶ月間、普段の講義や実習では学べない実に多くのことを学びました。一方、海外

で何かを学ぶのに 1ヶ月という期間はあまりにも短く感じられました。医師となった後、将

来的に海外への留学を希望しています。その際、留学先として再びカナダを目指すかどうか

はわかりませんが、今回カナダで学んだ事柄をぜひ次回の留学に活かしたいと思います。 

最後に、今回のプログラム参加に際して種々の手続きや事前準備、助成等に関して多大な

ご支援をいただいた医学教育推進課の方々をはじめ学務教務課の皆様、教職員の皆様、横浜

市立大学医学部医学科同窓会俱進会の皆様、横浜市立大学医学部後援会の皆様、University 

of British Columbia および BC Children’s Hospitalの皆様、そして今回お世話になったすべて

の方々に、心より御礼申し上げます。 

 

For a month from 14th July to 14th August, I participated in Vancouver Summer Program at University 

of British Columbia in Vancouver, Canada. The course I took was the package A (Clinical Research 

and Clinical Research). The program was divided into the first and second halves. The first half mainly 

dealt with clinical research, and the second half dealt with clinical medicine and the skills of physical 

examination. Students gathered from various country such as China, Taiwan, the Philippines, Thailand, 

Saudi Arabia, South Africa and Ecuador, though more than half of the participants was from China. 



All the lectures were delivered in English. 

 

In the workshops of clinical research, we were divided into teams and tackled the task to draw up a 

concrete plan of clinical research with the team members. We were to select the theme, collect the data 

of background information, calculate the sample size, plan the order of interventions and the method 

of test and define the ethical consideration by ourselves, then we wrote a report and made a 

presentation. In our team, we decided to assign roles among three groups: background, method and 

ethical consideration. I belonged to the ethical consideration group and my role was to search the 

issues of adverse events. The research theme of my team was “Should we drink soy milk before 

enjoying a night out?” The style of the study was prospective double-blinded crossover randomized 

controlled trial. The population was 20-25 year-old Japanese males divided into two groups: the 

controlled group who take soy milk and the placebo group. We were going to compare the alcohol 

clearance rates in the two groups with chi-square test. I had trouble discussing in English with 

international students at first, but I could learn a lot of important things related to clinical research. 

There were various items to confirm during the planning, and all of them required rigorous scientific 

evidence. 

 

In the second half, we learned the basis of clinical medicine such as history taking, physical 

examination, ECG, chest X-ray, and differential diagnosis. Thanks to my previous learning of clinical 

medicine and medical English terms, I could keep up with the lectures. However, I had a little trouble 

finding what to say during physical examination because I had been studying it all in Japanese. I 

strongly sensed the necessity of proficiency in spoken English. In the session of differential diagnosis, 

it was impressive that they emphasized the thought process rather than giving correct answers. 

 

We could train with the equipment which are used for physicians’ training in the simulation session. 

We experienced BLS, prescription making, intubation, IV, IO (intraosseous) and emergency care. The 

emergency simulation room was especially a full-scale equipment with monitors, an oxygen mask and 

a medication set, so we could easily imagine the real situations of pediatric emergency. 

 

The biggest difference I found between Japan and other countries was the attitude of students for 

lectures. Many students were actively speaking and making questions during lectures, which 

contrasted to those in Japan. It was also impressive that the lecturers kindly replied for each questions 

regardless of quality and levels of them. The sense that lectures should be held through mutual 

communications rather than unilateral ways was quite common in Canada. I was also surprised that a 

lot of students actively participated in the discussion in group works. In my opinion, our country is 

lagging behind another countries in the ability of “thinking and discussing”. Also, I realized the 



difference in the interpretation of English. In Japan, not so many people can speak English fluently 

irrespective of their educational levels, with limited opportunities to use English in daily life. On the 

contrary, the level of English ability of the participants of this program was generally high and quite a 

few of them could speak with native speakers without any troubles. In such environment, I fully sensed 

that English proficiency was not a special ability at all but a mere basic skill in the international society. 

 

I could learn a lot of things which I couldn’t study in usual lectures and trainings. At the same time, I 

found one month too short to learn various matters in foreign countries. I would like to make the best 

use of my experience in Canada in the next opportunity to study abroad in the future. 

 

Finally, I would like to thank the members of YCU Academic Affairs Division, the teachers in YCU, 

the members of Gushinkai and Kouenkai for numerous supports. I am grateful for the members of 

UBC and BC Children’s Hospital for providing me a great opportunity in Vancouver. 

 


