
UMCG infectious disease での実習       医学部 5年 I.I Female 

◎感染症科の位置づけ 

メインはHIV、日和見感染（with HIV ,steroid 等）、蜂窩織炎、結核、肺炎。純粋な感染

症患者だけでは病床が余っており、そこに救急から来た一時入院患者が来ていた。そのた

め、感染症のみならず、初診としての不明熱や消化器・循環器系の common disease から

悪性腫瘍、精神疾患まで多数診ることができた。 

◎経験症例 

・HIV+PML(progressive multifocal leukoencephalopathy)+TB 

・HIV+PCP+Aspergillus+CMV colitis 

・HIV+hepatocarcinoma 

・HIV+pulmonary hypertension 

・HIV+diffuse B cell lymphoma 

・HIV+cerebral TB 

・cholangiocarcinoma /+ urosepsis 

・gastroentelitis(rotavirus) 

・perinatal brain damage+FUO 

・COPD+cellulitis 

・Spina bifida + cellulitis 

・chickenpox(VZV)*2cases 

・Th3 paralysis+thrombosis 

・lung cancer 

・pneumonia(elderly people ,atypical) 

・Post Lyme syndrome 

・tuberculosis+parkinson disease 

・influenza 

・alcoholism+psychiatric problem 

・alcoholism+osteomyelitis 

・abdominal pain, diarrhea,,,,etc 

 

 

 

 

 

 

 

 



スケジュール 

 平日 

曜日 月 火 水 木 金 

午前 9-10:30 回診 9-11 全体MTG、

総回診 

9-10:30 回診 9-10:30 回診 9-10:30 回診 

午後 14時上級医と MTG 

※気管支鏡見学 

16時 放射線科共観

MTG 

※TB センター見学 

16時 内科勉強会 

 

14時上級医と MTG 

15:30感染症科共観

MTG 

14時上級医と MTG 

放射線科共観 MTG 

14時上級医と MTG 

※GGD見学 

16時内科勉強会 

17時週末引継 MTG 

夜  部活   部活 

 

 毎朝 9時より、Art assistant(日本で言う後期研修医)1名、6回生学生(後述。ほぼ医師と

同等に働いている)1 名、4 回生学生 1 名とともに回診を行う。いわゆる主治医制度ではな

いため、病棟全員ですべての患者を把握する。担当看護師から、各病室のドアの前で前日

の様子を聞く。バイタル・痛み・精神的な様子などを伝達。病室に入り、6回生が患者から

前日の調子、新患の場合は病歴聴取、身体診察を行う。必要に応じて共観他科の医師を呼

び、話を聞く。回診が終わると部屋に戻り、患者についてディスカッションを交えながら

カルテ記載や General Practitioner への文書・電話連絡などのデスクワークをする。私は

その間は症例について調べ物をしたり、よく分らなかったところを先生に質問していた。 

 毎昼 14 時より、specialist（40－50 代）の医師を交えての MTG を行う。6 回生あるい

は Art assistantが短くプレゼンを行い、検査・治療計画・投薬内容についてディスカッシ

ョンする。退院にあたってはそれぞれの患者の社会環境についても言及していた。小さな

部屋で行うので、とてもアットホームな雰囲気で行われる。私も質問は自由にできた。重

要な患者については再度全員で病室まで赴く。 

 火曜日は朝 9時からスタッフが全員参加するMTGがあり、そのため午後の上級医による

指導の時間はない。火曜のMTGでは、医師は、professor, specialist ４人、Art assistant 1

人、6回生 1人、4回生 1人。さらに看護師 3人、栄養士１人、social worker 1人が参加

する。6回生と Art assistantが短くプレゼンを行い、検査・治療計画についてディスカッ

ションする。看護師から患者状態を聞き、食事の摂取状態を栄養士とともに把握する。退

院に向けて社会生活環境を social worker と話し合い、家庭環境や人間関係まで把握する。

最後に投薬内容を一つずつ全員で確認し、要不要を見極めていく。これまで他職種がここ

まで参加しているMTGを見たことがなかったのでとても新鮮だった。主治医制度ではなく、

すべての患者のことを包括的に全員が把握しなければならない。MTGの後は医師が全員で

回診を行う。日本では主治医・上級医・教授の 3 人で 1 人の患者さんを診て回る印象があ

るが、完全に全員で取り囲んでいた。そこでも主に患者と会話をするのは 6回生だった。 

 毎週金曜日は夕方から週末当直への引継MTGが行われる。これは主に各科を回っている



Art assistantが重要患者のみをプレゼンする。 

 曜日により、他科との共観MTGが行われる。たとえば放射線科のMTGでは CTやMRI

を撮った患者について、実際にスクリーンで画像を供覧しながら所見について聞く。逆に、

感染症科の MTG では、外科の医師などが来て抗菌薬の選択や、培養のタイミング、ICD

を取り出すかどうかなどをディスカッションする。このような横の科のつながりについて

は、日本では電子カルテ上が主だと思っており、実際どのように行われているのかいまい

ち分かっていなかったので、日本の病棟ではどうなっているのか改めて見てみたいと思っ

た。 

 内科の勉強会では、各科の持ち回りで症例検討のレクチャーが行われ、内科医師・学生

が集まる。DRESS(drug rash assisted eosinophilic systemic syndrome)や腫瘍のWarburg 

effectなどかなり専門的な話題だった。 

 Professor が呼吸器の専門医だったので、気管支鏡や TB センター、GGD の見学をさせ

てもらった。TB センターは UMCG から車で 10 分程のところにあり、日本の昔の結核病

院と同じ位置づけである。今は結核患者以外にも神経・循環器系の患者も入院している。

オランダでも結核は貧しい人の病気という認識が強い。そしてホームレスで結核疑いの場

合は警察に強制的に TBセンターに連行・隔離される。そのため TBセンターの患者の多く

は精神疾患も抱えている。さらに結核病棟を増やす工事をしており、それは結核患者が増

えているためではなく、多剤耐性患者の隔離のためだそうだ。日本ではハンセン病の時の

らい予防法こともあり、おそらく TB患者を警察によって隔離するということは社会の反応

を考えると不可能だと思う。オランダの医師からしても日本の結核罹患率の高さは有名で

あった。が、私は日本の病院では一度も結核患者と接したことがなく、見たこともなく、

釜ケ崎地区では多剤耐性結核菌の患者がたくさんいると聞いただけである。日本の病院で

の結核事情について全く知らないことに自らむしろ不思議に感じた。働き始めるとたくさ

ん診ることになるのだろうか。GGD とは、日本の保健所のような施設で、UMCG の目の

前にあるが UMCGとは独立した機関である。中規模以上の都市に一つ以上存在する。オラ

ンダは移民受け入れが寛容であるため、発展途上国からの非合法の難民が多い。そのよう

な国では結核や HIV が蔓延しており、スクリーニングを行うことが GGD の機能の一つと

なっている。そこではシリアやガンビアなどアフリカ諸国、中国からの留学生などの Xp画

像を撮ってスクリーニングし、異常所見があればUMCGで精査を行う。 

 その他、希望すれば病棟患者の検査についていって肝生検や下部内視鏡の見学、外来見

学、また静脈血採血や末梢静脈ルート確保もさせてもらえた。ベッドサイドの身体診察も

積極的にさせてもらえた。とはいえ、さすがヨーロッパ、逆に言うと自分から言わなけれ

ば何もさせてもらえず、上記のスケジュールも別に用意されていたわけではなく自分から

積極的に探しに行ったものなので、本当に主体性ですべて動かなければならないと感じた。 

 

 



休日のスケジュール 

2/4.5 アムステルダム観光 

2/11.12 アントワープ・リール観光 

2/18.19 ハンブルグ・ブレーメン観光 

2/25.26 大堤防・アルクマール・ユトレヒト観光 

3/3-8 ゲント・ブルージュ・ロッテルダム・キンデルダイク・デルフト・デンハーグ・ア

ムステルダム観光 

 

 

以下に、今回の留学で患者・医師・学生との関わりの中で特に印象的だったトピックに

ついて記述する。 

◎言語 

医師はもちろん英語を流暢に話すことができる。オランダの学生はほとんど英語の教科書

を使用しているそう。そもそも医学用語に関してはオランダ語と語幹が変わらない。抗菌

薬は英語 Antibiotics→オランダ語 Antibioticaなど、おそらくオランダ人にとっては英語で

も大して難しくないと思われる。そのため、私の参加する感染症科のMTGは基本的に英語

で話してくれた。看護師も英語で話してくれた。他科との共観MTGでは、事情が分かって

いないためさすがにオランダ語だったが、文章自体は意味不明でも、節々の専門用語は逆

に類推でき、なんとなく何を話しているのか分かるし、仲良くなった学生が通訳してくれ

て理解できた。オランダは移民受け入れに対してとても寛容なようで、シリアやザンビア

などから黒人の患者も多いためか、英語で会話しなければならない局面が多い。ドイツ人

の患者もざらで、その時はドイツ語を話す。おそらくドイツ人とは英語でもコミュニケー

ションできるのだが、患者に comfortableなように母国語を話している。ヨーロッパの人は、

母国語・英語に加えていくつかの言語を話せる人が多いので、まあそんなものかなという

感じ。しかし国境が陸地だと言語はこんなにもバリアフリーなのかと痛感した。もし病棟

にドイツ人が来たら…大学で 1 年半しかやってないのでドイツ語無理です、というのは言

い訳にはならないだろう。完全に意識の問題だと思う。ちなみに韓国では、高校生で中国

語か日本語が必須だそうで、文系では日本で言う大学入試センター試験にも含まれるのだ

そう。日本語選択した学生がひらがなカタカナは読めると言っていた。 

専門職以外の人でも 50代の人でも英語がペラペラだった。そのため、機会を見て患者から

問診させてもらえた。私個人の印象だが、問診やMTGでの医学英語よりもはるかに、学生

同士で社会問題ついて議論するほうが難しいと思う。 

◎握手 

初対面の場合、患者・スタッフ問わず必ず握手しながら名乗る。おとなりベルギーの Gent 

University からの学生が、ベルギーではやらないので困惑したと言っていたので、オラン

ダの習慣だろうか。関係ないかもしれないが、Alkmarのチーズ博物館に行った時に、チー



ズの価格交渉は昔、手のひらの叩き合いで決着をつけていたそうだ。 

◎患者 

新患・退院時にはすべてのスタッフが必ず握手をして名乗る。日本よりもとてもラフな印

象を受けた。患者と会話する際には壁や机に寄り掛かったり、ベッドに座ったりしていた。

もちろん椅子に腰かけることもあった。いずれにしても直立よりは患者にとって圧迫感が

ないのかもしれない。基本的に相部屋でもすべてのカーテンは開かれており、とても明る

い空間だった。身体診察の時だけはすべてのカーテンを閉じていた。阪大ではプライバシ

ーのためかすべてのカーテンが常に閉じられているが、国民性の違いだろうか。 

◎6回生学生の立場について 

オランダの医学生は 4 回生から病院実習が始まる。国家試験はなく（日本では 3 日間の

multiple choice testがあると言うとすごく驚いていた）、6回生は自分の志望科でほぼ医師

同等に働いている。公的な文書としての紙カルテ記載、General Practitionerとの連絡、イ

ンフォームドコンセント、採血などの手技ももちろん行っている。検査のオーダーや治療・

投薬は上級医のチェックがないとできないが、計画はすべて 6 回生が行っている。日本で

は学生はもっと守られており、ここまでさせてもらえるしっかりしたシステムはない。シ

ステムの良し悪しは別として、医師同然の働きをしている彼らを見て、働くことへの憧れ

が強くなったように思う。 

◎オランダにおける安楽死 

HIVで PMLになった患者で、治療を継続しても効果がなく、治療を中止して看取った。患

者は黒人で、民族がら感情表現が強く、幼い娘二人とともに残されてしまった夫人は病棟

で医師を罵倒しつづけた。 

昏睡で本人の意思が分からず、しかし治療の施しようがない場合、「あくまで家族の意向を

尊重して」治療をしない、という選択をする権利が医師にはある。この状況で本人が亡く

なり、家族が宗教的文化的違いで「治療をされなかった」ことを受け入れられずにパニッ

クに陥った。もし法廷闘争になっても医師は国に守られている。 

日本人だとどう考えるだろうか。まだ自分の中でまとまっていないが、とても考えさせら

れる症例であった。 

◎製薬会社 

◎General Practitioner、保険制度 

オランダの医療の 80-90%は General Practitioner（かかりつけ医）によって行われてい

るそうだ。地域ごとにいわゆるかかりつけ医が決められており、UMCGのような病院に来

る患者はかかりつけ医から紹介された人ばかりなので、必ず何か疾患を抱えている。

General Practitionerはひとつの専門医であり、卒後 3年間の専門研修を必要とする。彼ら

は 24時間体制で患者を診る。日本の開業医はある特定の specialistであり、そこから裾野

を広げて内科を標榜していたり、はたまた眼科や整形外科が開業しているため、オランダ

のかかりつけ医とは全く異なる。日本ではかかりつけ医、総合内科医の育成を奨励してい



るが、オランダの医師にしてみれば、General Practitionerは specialistになれず仕方なく

General Practitionerを選んだ、という印象のようだ。日本と異なり、specialistに定員が

あるため、大学を卒業してからも熾烈な戦いがある。Amsterdamの大学の●●科の定員が

埋まってしまうのでわざわざ（地方の）Groningen 大学に専門医をとりに行く、というよ

うに、医局人事ではなく個人がアプライして機会を得ていかなければならない。日本の医

師は大学に守られていると実感した。また日本でも、診療科ごとの定員の是正が将来的に

行われるだろうと思った。僻地医療や、小児科産婦人科を将来担う学生に対して奨学金を

支払うというのをよく見るが、結局法律の整備できっちり定員を固めてしまうことが手っ

とり早く、いつかそうせざるを得ないと思う。 

 オランダは 10年ほど前に国による国民皆健康保険制度が廃止され、現在は民間企業によ

る保険に全員が入ることを義務付けられている。この時は様々な議論がなされたそうだ。

日本の年金も健康保険もいつか無くされてしまうに違いない。政治にもっと興味を持たな

ければ、本当に「いつの間にか」無くなっていると思う。 

◎感染対策 

 MRSAがいないと聞いていたが、私の見た限り本当にオランダでMRSAはなかった。少

なくとも、日本では病棟で何人か見た、という状況とは異なっていた。MRSA がもし見つ

かった場合、ただちにその患者は隔離され、関わった人全員が検査される。事実、一緒に

行った学生が MRSA の検査で引っかかり一週間の UMCG 出禁を通達されていたので、非

常に厳格である。抗菌薬の処方を見ていると、日本ですでに発売中止となっている薬剤が

使われていた。サンフォード（アメリカの感染症治療のガイドライン）は全く用いられて

いなかった。電子薬剤データベースを中心に薬剤選択が行われていた。日本の感染症事情

についてまだ勉強不足なのではっきりとしたことは言えないが、生検や培養を大変こまめ

に行っていたように思う。医師になぜオランダには耐性菌が少ないかと聞くと、学生の頃

からの教育のおかげだと話していた。 

 一方、日本では VZV も TB も見たことがなかった。それは単に機会に恵まれなかっただ

けなのか、病院には患者が来ないのか、予防接種が適切だからなのか、その点も勉強して

みたい。 

◎インフォームドコンセント 

学生が、ロバートバックマンの「How to break bad news」について知っていた。おそらく

海外の医学生にとって、どのようにインフォームドコンセントをすべきかは彼の本によっ

て常識なのだと思う。阪大ではちょうど実習に行く 2 ヶ月前の講義で先生がまさに本を配

って講義をしてくれたが、こんなに世界的に有名な著書だとは知らなかった。はたして日

本の医学生のどれだけがインフォームドコンセントについてちゃんと学んでいたか疑問だ。 

 

 

 



 

１．目的 

 感染症に対する診断および治療の知識を習得する。 

医療英語を習得する。 

 医療介護連携について日本との違いを知る。 

 海外のモチベーションの高い学生と交流する。 

 異国の風土や文化を体感する。 

２．内容 

病院実習。クラブ活動。寮生活。旅行。 

３．成果 

 日本の実習ではほとんど診ることのなかった多くの感染症を経験した。HIV・TB・VZV

をはじめ、さまざまな感染症について診断・治療・経過を学習できた。また、そのときの

患者の心境や家庭環境にも目を向けることができた。日本よりも医師と一緒にいる時間が

長く、医師という職業そのものについてよく分かり、憧れを抱いた。医師患者関係や手技

のみならず、法制度や社会問題についても日本とオランダの違いについて発見があり、特

に制度に関しては良かれ悪しかれ日本はオランダの「15 年前くらいの姿」だということが

分かった。また、オランダのみならず各国の留学生と話す中で、世界の医療状況や医療以

外にも社会について学ぶことが多々あった。 

４．今後の抱負 

 日本での感染症治療の現状について知識を深めたいと思った。また、ヨーロッパで実感

した主体性の重要さを日本の実習でも実践していきたいと思う。医学のみならず、社会問

題など多方面に興味が沸き、まだまだ医師になる前に勉強しなければならないことがたく

さんあると感じた。1ヶ月の留学はあっという間に過ぎたので、次回はぜひ年単位での留学

をしたい。１カ月だと人間関係づくりで終わってしまうので、そこからの深い付き合いを

できずに終わったのはすごく惜しかった。せっかく１ヶ月で得た人間関係が途絶えないよ

う、これからも生かしていきたい。 


