
実習レポート UMCG泌尿器科 

医学部医学科５年  M.F(Female) 

 

留学の目的 

オランダの医療と日本の医療の違いには、家庭医が主役であること、安楽死が認められて

いることなどがあり、それらは全て、日本とは異なる歴史、文化、考え方のもとに長い時

間をかけて培ってきたものである。それらを実際に見て新たな発見をするとともに、日本

の医療を見直し、さらには医療者としての自分の人生を見つめなおすきっかけにすること

が留学の目的である。また、泌尿器科は内科、外科に渡っていて広く、また部位としては

泌尿器に限って専門的に行うというユニークな科であり、扱う臓器は他の科との関連も多

い、非常に重要な分野である。それを４週に渡ってしっかり学ぶことを目指したいと考え

る。また、日本とは違うオランダという地の医療現場に実際に身を置くことで、医療シス

テムの違いや考え方、医師やコメディカルの方々のあり方、医学生の学びの違いも知りた

い。最後に、論文抄読や学会発表など人生に渡って医学英語は不可欠なので、今回の留学

やその準備を通して自分の英語力をより高めることを目標にしたいと考えている。 

 

実習内容 

・カンファレンス 

毎日 7:30からと 16:00からの二回、論文抄読会なども 

・検査室での検査、処置見学 

膀胱鏡検査、カテーテルやダイレーター交換処置、前立腺生検、尿管造影、膀胱造影、腎

盂造影、前立腺エコー 

・検査室での手術見学 

経尿道的尿管砕石術、経尿道的膀胱腫瘍切除術、尿道狭窄切開術、経皮的腎砕石術 

・手技経験 

直腸指診、腎瘻カテーテル交換 

・手術室での手術見学 

高位精巣摘除術及び再建、TVT 手術、精子採取、尿道バルブ埋込、鼠径懸垂靭帯再建術、

精巣再建、恥骨後式根治的前立腺摘除術、膀胱内癒着メッシュ取出、尿道ストマ造設、腎

摘出術、陰茎切除術、尿道造設術、尿道開通術、精管吻合術 

・外来での手術見学 

包皮環状切除術、精管切除術 

・手術参加 

陰茎血管手術、精管吻合、精管切除術 

・病棟回診見学、病棟業務見学 

・外来診察見学 



 

成果 

●泌尿器科の実習としての成果 

・実習内容にある通り、泌尿器科の検査、手術、外来、病棟について幅広く学ぶことがで

きた。手術では清潔野に入り、縫合結紮などを経験したほか、検査では直腸指診も経験す

ることができた。腎瘻カテーテル交換手技も経験させていただいた。さらには、摘出され

た前立腺の触知や、多発性嚢胞腎で肥大した腎臓の観察なども行った。カンファレンスで

は、様々な合併症や妊娠中の患者などに対してどのように対処するか検討する議論を聞き、

理解を深めた。 

●オランダの医療について学んだこと 

○事前準備 

・オランダはMRSAがほとんどいないため、留学生の持ち込みに対する検査が厳しく、渡

航直前のスワブ検査に加えて実習初日の検査も必須ということであった。特に泌尿器科は

厳しく、初日の検査の結果が出るまで実習ができないとのことであったが、検査部の方が

数時間で結果がわかるといっていたので、培養は必要でないようである。 

○医療全般 

・時間に余裕があり、コーヒーブレイクが多かった。 

・医師と看護師、検査技師の垣根が低く、フランクに話したり笑ったりと和気藹々として

いた。見知らぬ医療者を見れば必ず握手して自己紹介しあうため、留学生の私もどこへ行

ってもとりあえず顔を合わせた医療者全員と握手して、自己紹介をした。看護師も皆、私

に日本のどこから来たのか、どれくらいいるのか、見学は楽しいか、などと、フレンドリ

ーに英語で質問してきた。フレンドリーな雰囲気は、ポリクリで回ってきている学生に対

しても同様であった。 

・日本と同じように病院によってカルテシステムが違うことがあり、新しく来た医師が戸

惑っている様子があった。 

・ピッチの代わりに受信機を持っており、用事があるときは部屋に備え付けの電話から信

号を送って、受信機に表示された発信元へ部屋付けの電話からかけ直すことでやりとりし

ていた。しかしこれはオランダでも old fashionであるそうである。 

・服装はカジュアルな服装の上に白衣を羽織るのが主流であるが、レジデントなどは上下

白衣である。白衣は毎日専用の機械から借りることができ、返却するときは返却用の機械

に入れると自動で誰が何を返却したかが記録されていた。 

・付き添いの家族を呼ぶ時に、夫や妻でなくパートナーと呼んでいた。 

○病院 

・非常に広く、スペースに余裕があった。スタッフひとりひとりに十分な広さの個室があ

り、病棟や外来にも余裕があった。院内には噴水や池、たくさんの植物があり、花屋もあ

って花の見舞いは禁止ではなかった。いくつものカフェやコンビニ、薬局や本屋など充実



していた。 

○病棟 

・泌尿器科の病棟にいる患者はおよそ 10-15 人であり、朝に回診をして全ての患者を回っ

ていた。回診に加わるのは病棟管理の医師１人＋病棟の患者を受け持っている６年生の生

徒＋ラウンド中の４年生に加えて、その患者を受け持つ看護師 2-3人であった。回診の流れ

は、①廊下でこれから診察する患者の容態について看護師の報告を受け、医師と看護師が

話し合う。②部屋に入り、患者とまず握手してから訴えを聞き、看護師も交えて話す。③

身体診察をする。聴診や視診、触診など。④患者と話し、握手してから退室する。⑤その

患者担当の看護師が去り、次の患者の担当の看護師が現れる。の繰り返しであった。患者

の人数が少ないのと、医師と看護師の関係が非常に良好なのとで、ひとりひとりについて

よく医療者の間でコミュニケーションを行い、患者との面会時間も豊富にとれている印象

であった。 

・病棟の雰囲気はひろびろとしており、日本と同じように四人部屋、二人部屋、個室があ

るが、各部屋に医療者用の手洗い、消毒液や手袋、器具などの整備された洗面台があり、

患者用のシャワー、トイレや洗面所も各部屋にあった。四人部屋は部屋の真ん中にダイニ

ングテーブルと椅子が４つ並んでおり、どの部屋にも絵や写真が飾られていて家庭的な雰

囲気であった。 

○検査 

・検査前後などは、学生も患者さんと握手することが多かった。しかし日本人だと知った

ら握手するのをやめてお辞儀してくれるもいた。 

・患者さんは GP、general practitioner に紹介されてくるため、検査後は GP 宛に手紙を

書いていた。煩雑な書類仕事が多いのはオランダでも同じ。大学病院はこのあたりでひと

つだけなので、広いエリアから患者さんがくるそうである。 

・検査で癌などが発見されることもあり、その場合は次の検査をおしても、その場でその

患者と十分に時間を取って話していた。 

○オペ 

・オペ着は全員緑色。清潔布や清潔ガウンは日本と同じような使い捨ての青色のものと、

再利用される緑色のものがあった。両方とも、ガウンにマスクはついていなかった。 

オペ場ではキャップのみ必須で、マスクはオペ室に入る際につけるが、オペが終わればオ

ペ室内でも外して良いそうである。 

・手洗いは日本ほど厳密でない 印象であった。日本のように、指先から肘方向への進行を

厳守したり、清潔な紙で一定方向に拭いたり、ということはしない。ブラシを使ってしっ

かりめに手を洗い、普通の紙で拭き、３度ほどしっかりめに消毒してオペ室に入った。多

少指先が肘より下にあっても気にしないようであった。また、オペ間にコーヒーを飲んだ

りしただけの場合、次のオペ時には手洗いをショートカットして消毒だけにしてもよい、

という簡易ルールもあり、驚いた。清潔手袋をつけるときは日本のように自分で掴んでつ



けるときもあるが、清潔看護師がいる場合多くは清潔看護師が手袋の口を大きく広げたと

ころに手を突っ込む方式を取っていた。 

・オペ後に患者さんの病棟まで付き添ったりすることはなく、コーヒーブレイクをして、

次のオペの準備をしていた。 

・オペ直前に剃毛していた。 

腹部手術で真皮や皮下組織を縫うときは何本もの糸を使ったりせずに一本の糸で連続的に

縫っていき、表皮は縫わずにステープラーをどんどん使っていた。 

オペ前にはタイムアウトと言って十分患者さんに説明を行い、その後、準備や麻酔導入中

は、コーヒーブレイクを取っていた。オペ場内にはコーヒールームがあり、飲み物やスー

プの無料自販機、パンやサラダの自販機、パン焼き機など、昼食や休憩に必要なものがか

なり揃っていて、オペ間のくつろぎの場所となっていた。麻酔が終わり、オペが始まる時

には、オペ室からコーヒールームに電話をかけて医師を呼ぶため、コーヒールームでは、

電話がかかってくると、誰が呼ばれるのか？という雰囲気になっていた。いざオペが始ま

るときは自己紹介などの儀式はなく、突然切り始めていた。 

・壁のホワイトボードには執刀医や麻酔科医、看護師から医学生(co-assistant)の名前まで

書かれており、私が参加するときには名前を尋ねられ、パソコンへの入力も求められた。 

機械出しの看護師は糸を切るなどの作業にも加わっていた。 

・オペ後は執刀医がオペ記録をつけるため、レジデント達が先に帰って教授が一人残って

オペ記録を付けたり、事務作業をしていることもあった。 

○外来 

・外来は、oncologyや pediatricなどのジャンルに分かれて診察が行われており、小児は親

が sensitive だということで oncology の外来を見学させていただいたところ、ほとんどの

患者さんが PSA高値絡みの患者さんであった。 

・外来の診察室は科によって場所がことなり、泌尿器科エリアは非常に広く、部屋もたく

さんあって同時に全室は使われていないようであった。普通の診察室でも 9 畳くらいある

広さであった。各部屋にはベッド、洗面台、机と肘掛椅子が 3脚、書類棚、エコーがあり、

絵が何枚も飾ってある。また、日本の診察室のように奥が廊下で繋がっていたりせず、完

全に密室であった。 

・診察時間はひとり 15分取られているが、話が長くなると後ろにずれていくのは日本と同

じであった。 

・診察の際は先生が待合室に患者さんを呼びに行き、自己紹介、握手をしてから部屋に連

れてきていた。診察後も戸口のところで握手をしてから患者さんと別れていた。 

・また、同じエリア内に外来用のオペ室もあり、診察室より少し広くて簡単なオペができ

るようになっていた。 

○学生実習 

・6年のうち 4年生で学内実習、5年生で学外実習、6年生では研究をしたり、専門的な臨



床実習を行ったりするそうである。 

・4年生の実習は５週間のものが４ラウンドであり、指定された科をまわる。また、開始時

期が人によってばらばらで、長ければ一年以上待たなければならない生徒もいるため、そ

の場合、多くの生徒は旅行などに出かける。実習の雰囲気は日本のポリクリと同じような

感じで、病棟で患者さんの話を聞いてカルテを書いたり、処置を見学したり、手術で糸切

りや縫合を体験したり、採血や尿カテを入れたりしていた。採血に関しては、医師の監督

なしでも行えるらしく、自分で必要な器具を全て準備して一人で行っていた。学生が一人

で採血を行うことについて患者さんから文句を言われないのか尋ねたら、白衣を着ている

から学生とはわからない、とのことであった。 

・５年生の学外実習では８箇所の病院のどこかで三ヶ月実習を行うが、隣国であるドイツ

へ飛ばされる生徒もおり、語学研修の後のドイツ語での実習となって大変な実習となる。

そこへ行かなければならないとわかった時に泣く生徒もいる。逆に人気があるのは、賑や

かでナイトライフも楽しめるような都市部の病院だということである。 

・６年生の臨床実習では、レジデントと同じように患者さんを受け持って働くが、処方は

できないため、指導医にサインをもらうことになるそうである。研究は、基礎研究も可能

であるし、泌尿器科で研究をしている６年生もいたので、臨床研究でも良いと思われる。 

・昔は全ての科を臨床実習で回っていたが、減らす傾向にあるそうである。 

・昼の学生カンファでは、その日病棟を回った４年生の学生が病棟に居る患者さんについ

てプレゼンを行う。内容は、病歴、家族歴、アレルギーの有無、治療方針…など、日本で

行うものと同じ内容であったが、最後に結論と称して患者のまとめを言うところのみ異な

っていた。 

・私のように留学生がいる場合は英語で行うため、学生達は若干言葉につまりながらも、

おおむねスムーズに発表していて、英語で話せない学生はいないようだった。 

○カンファ 

・基本は朝と夕の二回で、その日の処置や病棟の要注意患者について確認しあっていた。

患者の人数が少ないので、病棟ほぼ全ての患者について議論してもだいたい 30分くらいで、

長くても一時間もかからなかった。 

・コーヒーを飲んだりリンゴをかじったり、自由な雰囲気であった。誰かがクロケット(コ

ロッケ)をたくさん買ってきてくれて、みんなで食べながらカンファを行ったり、箱につま

ったチョコレートが回ってきた日もあった。 

・泌尿器科では、留学生がいる場合は英語で行うが、細かい議論はオランダ語で行ってい

た。先生方曰く、英語で日常会話を話すのは問題がないが、医学的な細かい議論を行うと

言葉や表現が出てこなかったりするので、ヨーロッパでの学会などでは英国人が羨ましい

との話である。また、研究で回ってきた６年生曰く、カンファを英語でやっているのを見

て何故！？と驚いたということなので、泌尿器科独自の留学生のための flexibleな対応であ

ると思われる。 



・朝のカンファで週に 1回ほど論文の抄読会を行っていた。 

○キャリア 

・日本と違い、外科系や産婦人科は人気である。 

・泌尿器科のメンバーの 3 分の 1 くらいは女性であった。これは日本と比べると多いが、

医学生の男女比が 3:7で女性が多いそうなので、その割には少ないのかもしれない。 

・希望の科のポストに志願書を提出することで科に入局できるが、希望者が多いとものす

ごい競争となる。一年に数枠空くポストに数百人が希望することもあるそうである。 

・差別になるので公には言わないが、女性で年嵩だと外科系の就職は不利であるそうであ

る。 

・国試などはなく、座学での科ごとの試験のみであるため、６年生と医師は連続的である。 

○留学生の受け入れ 

・泌尿器科は英語でカンファレンスを行うなど、留学生の受け入れに積極的である。また、

医学部全体としても、６年間留学生を受け入れることがあるということであり、オランダ

語の習得に合わせて、前半の座学の３年間は英語で、後半の臨床実習の３年間はオランダ

語で学ぶ、といった学習ができるようになっている。さらには大学全体も留学生の受け入

れを積極的に行っており、私が滞在した留学生用の寮には、ヨーロッパ、アジア、ラテン

アメリカやアフリカなど世界各国からの留学生がおよそ三百人ほど暮らしていた。多くは

一年、二年といった滞在であり、寮を homeと呼んで滞在を楽しんでいるようであった。 

 

今後の抱負 

今回の実習では、泌尿器科について学ぶだけでなく、異なる文化における医療を体験し、

その良さや、日本との違いを実感した。それは、これから日本で医師として活躍していく

ために、豊かな視点、物の考え方や、豊富な経験を身につけるために非常に役立つと思う。

また、英語力という意味でも、英語でのカンファレンスを通して、どのような医療英語が

実際に使われているのか、ということを目の当たりにした。これは、英語で論文を読んで

いるだけではわからない経験である。これから学会などで発表する機会などに、どのよう

に英語で発表するか、また質疑応答を行うか、自分への課題が見えてきたと感じる。ます

ます勉学に励み、様々な経験を積み、医師としての自分を磨いていきたいと思う。 

 

最後に 

今回の実習にあたっては、交換留学を準備してくださった阪大の先生方、教えてくださ

ったグローニンゲンの先生方、そして経済的な面で大きく支援してくださった岸本先生に

本当に感謝しています。今回の経験を生かして将来につなげ、また後輩たちが後に続ける

ようにサポートしていきたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

 



実習スケジュール UMCG泌尿器科 

医学部医学科 05A10088 美馬風花 

・5日(月) 

9:00 international officeに集合 

事務手続、MRSA検査、職員カードの登録、病院内見学等のオリエンテーション 

・6日(火) 

9:00 泌尿器科オリエンテーション 

CK(検査室)で膀胱鏡検査が 4件、DJカテーテル交換処置が 2件、ダイレーター取替見学 

16:30 泌尿器科・腎臓内科カンファレンス 

泌尿器科で挨拶し、自己紹介、手土産配る 

・7日(水) 

7:30 カンファレンス 

CKで膀胱鏡検査が 12件 

16:00 カンファレンス 

・8日(木) 

7:30 カンファレンス、論文抄読会  

CKで経尿道的尿管砕石術が 2件、経尿道的膀胱腫瘍切除術が 2件 

16:00 カンファレンス 

・9日(金) 

7:30 カンファレンス 

OC(オペ室)で高位精巣摘除術及び再建、TVT手術 

 

・12日(月) 

7:30 カンファレンス 

CKで尿道狭窄切開術、経皮的腎砕石術が 2件、経尿道的膀胱腫瘍切除術 

16:00 カンファレンス 

・13日(火) 

7:30 カンファレンス、論文抄読会 

OCで精子採取、尿道バルブ埋込、鼠径懸垂靭帯再建術、精巣再建 

16:00 カンファレンス 

・14日(水) 

7:30 カンファレンス 

OCで恥骨後式根治的前立腺摘除術、膀胱内癒着メッシュ取出、尿道ストマ造設 

16:00 カンファレンス 

・15日(木) 

7:30 カンファレンス 



CKで膀胱鏡検査が 3件、経皮的腎砕石術 

16:00カンファレンス 

・16日(金) 

7:30 カンファレンス 

CKで前立腺生検が 3件、直腸指診手技経験、膀胱鏡検査が 3件、尿管造影検査 

 

・19日(月) 

7:30 カンファレンス 

病棟回診見学、病棟業務見学 

16:00 カンファレンス 

・20日(火) 

7:30 カンファレンス 

CK で膀胱造影、腎盂造影が２件、DJ カテーテル抜去処置、膀胱鏡検査が４件、前立腺エ

コー、膀胱カテーテル取替 

16:00 カンファレンス 

・21日(水) 

7:30 カンファレンス 

OCで経皮的腎摘出術、陰茎切除術及び尿道ストマ造設 

16:00 カンファレンス 

・22日(木) 

7:30 カンファレンス 

外来診察見学 

外来オペで包皮環状切除術、精管切除術 

16:00 カンファレンス 

・23日(金) 

7:30 カンファレンス 

OCで尿道造設術、尿道開通術 

 

・26日(月) 

7:30 カンファレンス 

CKで膀胱鏡、尿路造影、経皮的腎砕石術 

16:00 カンファレンス 

・27日(火) 

7:30 カンファレンス 

OCで尿道造設、精管吻合、陰茎血管手術(手洗で参加)、精管吻合(手洗で参加) 

・28日(水) 



7:30 カンファレンス 

CKで小児の膀胱造影が３件 

16:00 カンファレンス 

・29日(木) 

7:30 カンファレンス 

CKで膀胱鏡４件、膀胱造影、腎瘻カテーテル交換経験 

外来オペで精管切除術(手洗で参加) 

16:00 カンファレンス 

・30日(金) 

7:30 カンファレンス 

事務手続き、挨拶、記念撮影など 

 

 


