
はじめまして、協立総合病院
１年目研修医の竹市大です。
私が医師を志した理由は、医師
という職業に憧れがあったから
です。自分は運良く医学部に
合格できましたが、周りの人に
比べて学力でかなり劣っていた
と思います。そのため医学部
での進級にもかなり苦労しまし

た。しかし、今振り返ってみても勉強をもっと頑張ればよ
かったとはまったく思いません。
私が高校時代にもっと力をいれるべきだったのは、部活
動や、学園祭などの目の前のイベントだったと思います。
勉強はいつでもできますが、今しかできないことはできる
うちにやっておいた方がいいと個人的には思います。
話は変わりますが、考えの浅い私は、医学部への入学が

決まった時、もう一生勉強をしなくていいと思っていまし
た。しかしそれは大きな間違いです。医学部に入ったから
には常に進級との戦いが待っています。脅すわけではあり
ませんが、私のような無知な人のためにもこのことはお伝
えしたいと思いました。
最後に、大学受験において結果はもちろん大事ですが、
結果をだすために努力する過程や、努力の仕方を学ぶこ
とはもっと大切だと思います。何かに一生懸命になれる人
や、努力の仕方を知っている人は、きっと進みたい進路に
進み、なりたい職業につけると思います。今、勉強に本腰
が入らない人は、勉強以外で興味のあることに、全力で取
り組むことで、意識がかわるかもしれません。
まとまりのない話で恐縮ですが、みなさんは勉強以外の

ことで後悔が残らないように高校時代を過ごしてほしいと
思います。

　協立総合病院 1年目研修医　　竹市 大
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私の大学自慢

　医師を目指したきっかけは？

私が医学部を志したのは、身近な兄弟に医

師がいたことと、周りに医学部に進学する人

が多く、何となく元々医学部に親近感があっ

たことも大いに関係していると思います。 

漠然と自分の将来を考える中で、医師にな

ることにとても意義を感じていたのだと思い

ます。最初は単なる憧れで目指し始めたの

ですが、実際に大きな転機や動機がなくても

入ってからいくらでもやりがいや目標を見つ

けられる学部だと今身を持って実感していま

す。

だから、もし少しでも医師を目指したいと

いう気持ちがあれば、立派な理由や言付けな

どなくても堂々とまず目指して勉強に励む価

値があることを知っていてほしいです。 

特に、昨今のコロナの状況でますます医師

の需要や必要性は高まり、実際医療現場でた

くさんの人を救っている先輩医師の姿勢を見

ていると、自分も一生懸命勉強して早くその

仲間入りをしたいと感じます。目指していた

時より、より臨床的な学問が始まった今の方

がより医師としてのモチベーションも高まっ

たように思います。 

　怖がらずにまずトライ

それとは別に、わたしはどうしても英語を

話せるようになりたくて、今の医学部に入学

する前に留学もしましたが、この経験も決し

て無駄にならないと信じています。 

実際、医療現場でも英語を話せた方がス

ムーズに診察ができることも増えたし、英語

に慣れ親しんだ分医学論文などの英語に触れ

ても抵抗がありません。 

今目の前に10年前の自分がいたら伝えた

いことは、やっぱり自分のやりたいと少しで

も思ったことや、目指してみたいこと、興味

が出たことなどがあったらそれをぜひ大切に

してほしいということです。若い時にいくら

失敗しても案外大丈夫だから怖がらずにまず

トライして見てほしいということです。その

中でより自分の気持ちが向くものや頑張れる

ものを探していくのも全然ありだということ

を伝えたいと思います。

　 医師をめざすみなさんにエールを

あっというまに時間が過ぎ去ってしまうの

で、本当に今という時間を大切にやりたいこ

とは思いっきり打ち込んでください！どんなこ

とでも将来の自分に生きてくると思います！

関東圏医学部4年生 T.Hさん

Road to Doctor
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　そのドクターの名はアクショーノフ先生。
　東京で「インターナショナルクリニック」を開いて
いた実在の人物です。2014年に90歳で逝去されて
います。「宗教や価値観はそれぞれ。できるかぎりよ
りそって医療がしたい。」という信念を持つ先生で
すが、自身の生い立ちもドラマチックです。ロシア人
の両親を持ち、戦時中に満州で生まれ、周りには日
本人の知り合いも多く（当時、満州は日本が統治し
ていました。）日本の医学部に進学。その後満州は日
本の敗戦とともに消滅したので、先生は無国籍とな
りソ連からもアメリカからもスパイ容疑をかけられ
たり…と波乱万丈でした。
　そんな先生のクリニックには日本語が話せない外
国の方がたくさん来ます。先生は4カ国語が話せま
すし、何ヶ国語も話せるスタッフもいます。日本語が
わからない外国人にとって、病院にかかるのは一苦
労。自分の病状を話せませんし、医師や看護師の
言っていることもわかりません。どんなに心細いこ
とでしょう。でもここなら安心です。
　このクリニックでは驚くことがたくさん起こりま
す。例えば、イスラムの人達がメッカ巡礼の前に大
勢で予防接種に来ること。みなさん名前がカルテに

書ききれないくらい長いし、「ムハマドさん！」と呼ぶ
と、全員ムハマドさんだったり。一夫多妻制の国の
人は、妻を何人も連れてくるし、診察順は第一夫人
からと決まっていたり。胸毛が濃すぎて心電図の検
査ができない人がいたり、水疱瘡で青い薬をつける
風習のあるロシア人が“アバター”みたいに全身ブ
ルーで診察室に来たり。しかし、スタッフが一番困る
のは、偽名で診察を受ける人だそうです。偽名も、ビ
ジネス用・デート用・パーティー用など複数持ってい
る人も多くて、どの名前で受診したのか本人もわか
らなくなったりするので、カルテ探しが大変だとか。
時には、ハリウッド俳優やえらい政治家が来日した
際に、高級ホテルのビップルームに呼ばれて診察す
ることも。しかし、先生はテレビも見ないし流行に関
心がないので、マイケルジャクソンを診察した時も、
それが誰なのか知らなかったそうな。
　通常、私たちは健康保険に毎月お金を支払ってお
り、病院にかかった時には診療費の1割から3割を自
分で払うことになっています。これを国民皆保険制
度といいます。しかし、健康保険に入っていない外
国の旅行者が病院にかかったら全額自費ですので
支払いはとても高額になります。

山本ルミ原案　世鳥アスカ漫画
CCCメディアハウス患者さまは外国人
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名古屋大学5年
田上　陽菜さん

私の私の大大学学自自慢慢

高校生のみなさん、こんにちは。大学受験に向け
て勉強が大変な日々だと思いますが、この大学自慢を
読んで楽しいキャンパスライフを想像していただけれ
ば嬉しいです。今回は私の通う名古屋大学を紹介し
ます。
名古屋大学には東山キャンパス、鶴舞キャンパス、
大幸キャンパスの3つのキャンパスがあり、鶴舞キャ
ンパスには医学部医学科の学生が、大幸キャンパスに
は医学部保健学科の学生が通います。また、医学部
の学生も1年生の全学教養科目では東山キャンパスに
通います。東山キャンパスは地下鉄名城線の名古屋
大学駅を出ると既にキャンパス内という好立地で、近
くに美味しいお店もたくさんあります。鶴舞キャンパ
スもJR、地下鉄の鶴舞駅から近く、栄まで自転車で
10分ほどで行ける便利なところにあります。私は鶴
舞キャンパスの近くでひとり暮らしをしており、とて
も住みやすいです。
次に部活動やサークルについて紹介します。名古

屋大学では部活動やサークルが盛んで、医学部生は
医学部の部活動に所属している人が多いです。医学
部の専門科目では、テストの情報や使う教科書など先
輩からのアドバイスが重要なので、医学部の部活動で
縦のつながりを持てると心強いと思います。私は医
学部ソフトテニス部に所属しており、部員のみんなと
楽しく活動しています。
最後に名古屋大学の特徴的なカリキュラムについて
お話しします。ひとつは3年生の後期で半年間研究室
に通うというものです。その間は講義が無く、研究に
専念することができます。もうひとつは、基準を満た
せば6年生の臨床実習で海外の病院を選択できるとい
うものです。留学に興味のある方はぜひ目指してみ
てください！
ほんの一部ではありますが、名古屋大学の魅力が
伝われば幸いです。受験勉強は大変だと思いますが、
乗り越えれば楽しいキャンパスライフが待っていま
す。みなさんと
名古屋大学でお
会いできるのを
楽しみにしてい
ます。



応募は携帯・パソコン どれからでも可能です。

QRコードか、下記のURLからアクセスをお待ちしております。
http://aichiminiren.jp/igakusei/i_jisyuuinfo/i_contact/

ご案内

高校生
通信の

感想を
送って
　　　　　高校生通信Vol.32夏号、いかがでしたでしょうか？
　　　　よりよい紙面作成のため、感想をお寄せください。
感想文を送ってくださった方に、図書カードをお送りいたします。

（応募者多数の場合は抽選になります。） 締め切り：2021年9月30日

事務局 : 〒456‐0006 
名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館 本館３Ｆ

TEL : 0120-193-666（フリーダイヤル） 
  052-883-6997（代表）

FAX : 052-889-2112
Email : aichiminiren@aichiminiren.jp
URL : http://aichiminiren.jp/

地域に根ざし患者さんの立場にたった良い医療をめざして

愛知県民主医療機関連合会（愛知民医連）
協立総合病院・総合病院南生協病院・北病院・名南病院・千秋病院

一日医師体験・奨学金のお問い合わせ・お申込みは 医学生担当まで

図書カードを
　　　もらっちゃおう♪
図書図書カーカードドをドドをををを

うう♪♪
図書カードを
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例年愛知民医連では、４～６月に新入医学生歓迎企
画を対面で実施してきました。昨年はコロナ感染症
の影響で開催ができませんでしたが、今年はオンライ
ンで開催しました。さらに、今年は医学生だけでなく、
医学部進学をめざす高校生も参加可能としました。
そして5月29日（土）にオンライン新入生歓迎企画

②「コロナ感染症とたたかう医療現場」を実施しまし
た。この日は大学1年生2名、高校生・予備校生が17名、
中学生1名の参加があり、コロナ感染症がパンデミッ
クを起こしてから約1年半、愛知民医連の医療機関が
どのような対応を行ってきたのか、協立総合病院 長
谷川綾平医師が実際の症例を用いながら講義を行い
ました。
また、コロナ禍で生活が苦しくなっている人が多く
いる中、医療にかかれず困っている事例を名南病院の
医療ソーシャルワーカーから説明を行いました。
参加者からは、「実際のコロナ病棟で働く医療従事
者のコメントも聞けて、コロナの実際の現場について
知ることができました。ニュースなどでは知れない
ようなことを勉強できて、とてもいい経験になりまし
た」や「コロナが原因で病院に行けなくなってしまう

人がいるとは考えたことがなかった。今日の話を聞
いて、コロナの影響は本当にさまざまなところである
のだなと感じた。」などの感想が出されました。
この講義を聞いて、医学部進学への思いは強くなっ

たと答えた高校生も多くいました。

愛知民医連奨学金制度のご案内愛知民医連奨学金制度のご案内
対象：医学部・医学科生（医師をめざす方）
将来、地域に根ざし患者さんの立場にたった良い医療を私たち
民医連とともにめざし、担っていく意思のある医学生さんを対
象に愛知民医連は奨学金制度を準備しております。

奨学生になると
医学生同士の全国的な交流や学びの場を持つことができます。

充実した学生生活のために、
愛知民医連奨学金制度をお勧めします。

奨学生 になって、一緒に医療のこと
社会のこと学びあいませんか？！

新入医学生歓迎企画に高校生も参
加！

講演される長谷川医師


