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平成 26 年度海外臨床実習 実施報告書 

 

     渡航者 大阪大学医学部医学科５年 I.N（Female） 

    実習期間 04/01/2015~30/01/2015 

実習病院・診療科 General Practice / Ferryview Health Centre (London, UK) 

                  Psychiatry / Eastbourne District General Hospital (East Sussex, UK) 

 

A. 目的 

 本 実 習 の 目 的 は 、 NBM(Narrative Based 

Medicine)をはじめとする面接技法が、その発祥

の地であるイギリスで臨床応用されている場を

目の当たりにし、そこから医療面接の可能性につ

いて探ることである。また、イギリスのかかりつ

け医(GP: General Practice)制度について学び、

特に精神科においてどのような医療が行われ、そ

のアプローチが日本と違うものであるか、そうで

あるなら、どのように違うのかを比較検討するこ

とも意図した。 

 

B. 実施内容 

 最初の三週間は London Woolwich の診療所、

Ferryview Health Centre において、GPや Nurse 

practitioner によって行われる外来を見学した。

また、家庭訪問、産後の母子向けの授乳講座や医

師や医療スタッフによるミーティング、医師向け

の勉強会へも参加させていただいた。 

 最後の一週間は Sussex Eastbourne の病院、

Eastbourne District General Hospital の精神

科にて、患者面談への同席、ECTの見学、家庭訪

問、学生向け勉強会への参加などを行った。 

 詳細は別紙参照のこと。 

 

C. イギリスの医療制度と実習病院の概要 

 イギリスで医療を受けようと思えば、通常はま

ず NHS(National Health Service)に属する、

Practice(診療所)と呼ばれる一次医療機関、いわ

ゆるかかりつけ医のところへ行くことになる。患

者は自分の住んでいる地域をカバーしている診

療所に登録を行う。診察を受けたい時は電話かネ

ット、病院の受付で予約を行う。早くて二三日、

医者が休暇で足りない時・冬場などは遅いと数週

間後の予約しか取れない場合もある。ただし外傷

や急性増悪などの場合は当日の受診も可能であ

る(が、この制度が正しく使われず、ただの風邪

で当日受診する患者も後を絶たない)。 

医療費は原則無料である。薬は 16歳未満、60歳

以上、妊婦、一歳未満の小児、がん・糖尿病患者、

生活保護受給者等は無料となり、そうでなくとも

一回£8.05 または年£104.00 を越えれば定額とな

る。ただし private hospital と呼ばれる、NHS

に運営されていない病院では、少ない待ち時間や

多彩なサービス(美容整形など)が受けられる一

方、診療費が徴収される。 

 Ferryview Health Centre は、診療所とはいえ

約 15 名の GPと看護師、ヘルスケア・アシスタン

ト、ヘルスビジター、助産師、受付などによって

運営され、近隣住民 25000人をカバーしている一

次医療機関である。あくまでも診療所であり、血

液検査や画像診断は他病院へ依頼する。(結果が

出たら、正常なら郵送や電話、メールによる連絡

で済ますこともあり、異常なら GP から説明が行

われる。) また、集中的な治療が必要であると

判断された場合、二次医療機関である病院への紹
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介を行う。 

 Woolwichはロンドン中心から電車で 30分強と

やや距離があり、それだけ地価が下がるため、住

民の貧富の差が激しい場所である。患者の経済事

情は生活の質(食事、住環境、冷暖房)や精神状態

に影響するため、かかりつけ医が考慮すべき一要

素である。人種は黒人が白人と同率ほどに見られ、

アジア系や中東系なども少なくない。そのため患

者の中には英語が満足に喋れない者も珍しくな

く、その場合は家族で英語が堪能な人間が通訳を

務めるか、専門職の通訳がサービスとして提供さ

れる。 

 Eastbourne District General Hospital は二

次医療機関であり、日本における病院と大差はな

いように思われた。Sussex は海に面した地方で

あり夏場は観光客で賑わうが、住民の人種的多様

性はロンドンに比べると大分少ないようであっ

た。 

 

D. 成果 

1) 患者の多様性 

 イギリス、特にロンドンという土地は他民族で

構成されており、医療の面からその多様性を実感

することができた。例えば、診療所においてビタ

ミン D欠乏症の患者を多く目にした。その原因は

日照不足によるところが大きいという。中でも皮

膚の色素が濃い黒人や、肌をスカーフで覆うムス

リム女性はそのリスクが上昇する。また、精神医

学面においても、黒人は文化的に、不安や鬱を身

体的な痛みとして表出させる人間が多いようだ

と GP が語っていた。患者の背景を考慮すること

Understanding the new NHS より 
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は医療に欠かせない要素である。 

 その一方で、英語が堪能でない患者・全く文化

背景の異なる患者の精神面でのケアには、困難も

多いと考えられる。Eastbourne においては民族

的な多様性が少なく、これを考える機会がなかっ

たが、少なくともイギリスにとっては重要な課題

の一つになっていると思われる。 

 また、言語の壁や識字・計算能力の壁により医

療を受けにくい、もしくは医師の指示などが理解

できずコンプライアンスが下がる患者に対応す

ることも医療の義務であり、今後の課題となるだ

ろう。 

 精神疾患を持つ患者で日英に違いがあるかと

いうことについては、一般人の文化の違い以上の

ものは私は特に感じなかった。ただし、医療制度

の違いが患者の要望の違い、ひいてはその要望が

満たされない場合に起こる精神的不調へと繋が

ることは考えられる。例えばイギリスの GP・精

神科の医師・看護師は家庭訪問を行うし、ソーシ

ャルワーカーやヘルスビジターとの連携も強固

である。診療所で患者が精神的不安を訴えれば、

すぐに地域連携機関の電話番号が渡されるし、急

性期の精神病患者でも自宅療養を行い、毎日誰か

が訪問または電話をするというケースもある。

(日本でも同様の仕組みがあるのかもしれないが、

このあたりが私は不勉強だったので、今後比較す

るとともに参考にしていきたい。) だからこそ、

そのようなケアが十分に受けられていないと感

じた患者が強い不安を訴えることもある。 

 病院自体の違いもあまり感じなかったが、イギ

リスの精神病棟はここ十年ほどで環境が劇的に

改善されたそうだ。ベッドマネージメントにおい

て病院経営と医師の立場が食い違うなどの問題

もあるらしく、今もまだ過渡期にあるのかもしれ

ない。 

 診療所の外来で感じた文化の差としては、日本

だと医者の質問がリードしがちだが、イギリスは

患者の訴えがより問診をリードしているように

思われた。欧米、特に文化背景の違う人間が集ま

るロンドンでは、何事も言語化しなければ伝わら

ない。(勿論身体言語はあるが、必ずしも正しく

伝わるわけではない。) 今更ながらこれは日本

との大きな違いである。今回問診法の中で最も重

要だと感じたことは、「患者がどうしたいのか」

をきっちり言語化させることであった。例えば風

邪の患者が来る。すると医師は診察を行うととも

に、患者の要望を聞く。患者は強い薬を欲しがっ

たり、肺炎が心配だからレントゲンを撮ってくれ

という場合もある。医師は 100%患者の要望に従

うわけではない。しかしここで妥協のプロセスが

入ることで、患者の満足度は大きく変わる。ちな

みに薬についてであるが、イギリスは風邪などに

対しては無闇に薬を出すことを好まず、水分補給

し、部屋を暖め加湿し、呼吸を容易にするエッセ

ンスを枕に垂らすことを薦めるだけにとどまる

ことも多いという。やたらと薬を出すフランスと

対照的だと複数の人が語っていた。文化背景が異

なると医師への要望が変わることの典型例であ

ろう。 

 

2) 医療制度 

 イギリスの GP 制度を目の当たりにすると、そ

れはかかりつけ医というよりは、家庭医と呼ぶ方

が適切であるように思われる。患者に同伴した家

族から得られる情報は大いに価値があるし、家族

のサポートが必要な疾患も少なくない。また、不

安やストレスなどの精神状態は、仕事や外での人

間関係と同じくらい、家庭に起因する可能性があ

る。外来見学において特に印象的だったのが、同

伴しただけの家族の健康状態まで GP が気にかけ、
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その医療記録を参照していたことだった。また、

ストレスにさらされている患者がおり、その家族

が患者のサポートに依存している状態(要介護な

ど)である場合、公共サービスを斡旋することで

患者の負担を軽減することもできる利点もある。 

 

3) 問診技法 

 私の個人的な感想として、日本において今まで

十分に診察技法を学ぶ機会があったとは考えに

くかった。講義やロールプレイング、外来見学は

あっても、試行から錯誤を汲み取り、外部からの

アドバイスを受け、それを次に生かすプロセスが

私にとって十分であったとは思えなかったので

ある。患者と一対一、一回きりの診察という場に

おいて間違いは許されないのに、それを十分身に

つけたと感じられない不安、それが今回の留学の

大きな動機であった。 

 今回現地で監督を引き受けてくれた Dr. Sarah 

Divall と Dr. Akira Naito からは、診察技法を

詳細かつ明確に分析した資料を多く与えていた

だき、また彼らを含む多数の医師の診察を目にし、

彼らの意図・それに応じたテクニックについて大

いに学ぶ機会が得られた。限られた時間で行われ

る問診であるからこそ、全てに意識的になり、改

善を要する部分は全て改善していくことが必要

となる。とりわけ GP という仕事は、一人当たり

に割く時間が少ないことがネックとなる。10〜15

分という時間で患者の多様な要望を全て聞き、診

察を行い、満足いく治療方針を与えることは困難

を極める。また、患者との会話が治療の大きな要

素となる精神科では、医療面接の重要性は言わず

もがなだろう。 

 診療所では医療スタッフ同士でのロールプレ

イングでのトレーニングがよく行われ、この分野

に対する学びには終わりがないということを知

らされた。現在イギリスでは元々の NBMは他技法

に吸収され、形を変えているということであった。

しかし、患者の中に一連の物語があるということ、

患者を含む家族・社会・あるいは医師との関係と

いう視点で見ることで、新たな物語が生まれると

いうこと、対話を通して物語を変化させていくこ

とが膠着した問診の突破口となりうることは、実

地で学ぶことができた。 

 

E. 今後の展望 

 今回留学に先立って、イギリスと日本を対照す

るために日本の保健医療全体についての具体的

な調査を行わなかったことは大いに反省すべき

点である。とはいえ、イギリスの診療費公費負担、

薬剤料金の大々的補助、徹底した地域医療制度は、

手厚い福祉政策として私の目に魅力的に映った。

(日本は医療費が三割負担だというと、多くのイ

ギリス人が哀れみの目を向けてきた。) 

 しかしあらゆる行政・制度は文化と密接な関わ

りを持っており、医療も例外ではない。イギリス

の制度がいかに成功していようとも、それをその

まま日本に移植してうまくいくとは限らない。イ

ギリス(特にロンドン)は多民族国家であり、移民

が社会的に不安定な立場に置かれることが、現在

のような福祉政策が取られるようになった一因

ではないかと考えられる。一方日本語を用いる日

本が他民族で溢れる日は、近くに訪れるとは考え

難い。ただし、ユニバーサルデザインのような、

誰に取っても利用しやすいシステムであること

は必要であろう。 

 また、医療は些細な事柄が命取りとなる分野で

あり、患者が医療制度の網からこぼれ落ちること

は可能な限り許されない。病院は瀬戸際の人々に

とっての、最後の砦なのではないかと思う機会が

多くあった。自発的に行政に助けを求めない人間
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も多いが、病気になれば大概の人は病院に行くか、

誰かが病院に連れて行く。そこから様々なサービ

スへと紹介されていくケースも少なくない。だか

らこそ医療は福祉の核となるであろうし、その最

前線にいる医療スタッフの役割は大きい。 

 このような視点から、今後日本の医療制度につ

いて学び、あるべき形について考えていけたらと

思う。 

 

F. 謝辞 
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し、下記の先生方へ繋いでいただいた。) 

Dr. Sarah Divall (Ferryview Health Centre・

GP。海外留学生を診療所に受け入れるという滅多

に例のないケースを引き受けてくださり、問診技

法について丁寧な解説をいただき、資料を挙げて

いただいた。) 

Dr. Akira Naito (Department of Psychiatry / 

Eastbourne District General Hospital。自作を

含む多くの資料を紹介していただき、現場・学問

両面での精神科にまつわる解説をしていただき、

また日本人の視点からのご意見もいただいた。) 

その他両診療所・病院のスタッフ、住居の斡旋・

ホームステイをさせて下さった方々、見学を快く

許してくれた患者様方、フラットメイト、私の出

会った全ての方々。 



Ferryview Health Centre (week1・2) 
 

 午前 午後 

1/5 事務手続き、病院の説明 

GPの外来見学 

ヘルスビジターミーティング 

1/6 看護師の外来見学 医師ミーティング 

現地の看護学生と病院周囲を散

策し、住民の多様さを学ぶ 

1/7 授乳教室見学 受付見学 

1/8 GPの外来見学 GPの外来見学 

1/9 GPの外来見学 GPの外来見学 

1/12 GPの外来見学 GPの外来見学 

1/13 GPの外来見学 診療所の全体ミーティング 

1/14 GPの外来見学 論文とその関連サイトを読んで

まとめる 

1/15 GPの外来見学 医師ミーティング 

(外来ロールプレイング) 

1/16 これまでの学んだこと・今後学びた

いことについてまとめる 

看護師の BCG接種見学 

 



Ferryview Health Centre (week 3) 
 

 

 午前 午後 

1/19 GPの外来見学 看護師の予防接種見学 

1/20 GPの外来見学 医師ミーティング 

1/21 看護師の外来見学 VTS Meeting 

(GP・GP 志望者向けの勉強会

『処方管理』『Health Literacy』) 

1/22 GPの外来見学 Greenwichの全医師・看護師・

受付対象の勉強会。テーマは複

数用意されており、私が参加し

たものは Child Mental Health 1/23 休み 休み 

 



Eastbourne District General Hospital (week 4) 

 

 午前 午後 

1/26 外来見学 

入院患者面談見学 

家庭訪問見学 

1/27 ECT(電気けいれん療法)見学 外来見学 

現地医学生の模擬アセスメント

見学 

1/28 精神科の薬についてのクルズス 勉強会 

(症例報告、バイリンガルと痴呆

の関係、パーソナリティ障害) 

1/29 病棟管理見学 入院患者面談見学 

新規入院患者アセスメント見学 

1/30 外来見学 

救急患者の精神科アセスメント見

学 

入院患者面談見学 

研修医トレーニング見学 
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