
初めまして。協立総合病院外
科の南雄介といいます。私は医
師になって7年目になります。

仕事（手術）は毎日大変ではあ
りますが、本当に外科医になっ
て良かったと思っております。

【医師志望動機】
そんな私が医師になろうと思った動機ですが、至っ

てシンプルに「やっぱり医師ってかっこいいよな。」「特
に“外科医”って本気（マジ）でかっこいいよね！」って
いう憧れだったと思います。

当時、特に自分の目指す将来像がなかった私には十
分な動機でした。

【高校時代にしておいた方がよいこと】
これは“勉強！”もそうですが、医師という仕事は基

本「報告　連絡　相談（ほうれんそう）」が凄く重要です。
他者とのやりとり、情報の共有、が出来なければ最悪患
者の死につながることもあると思います。他の科の先
生との連携する場面や他職種の方たちと関わることが、
患者が入院して治療を行い、退院するまでに沢山あり
ます。従って会話能力がものすごく大事になってきま
す。なので、高校時代とは言わず、その前からでも良い
ことも悪いことも話せるような知人、友人を作ることが
実は大事だったのではないかなと今になって思います。
一匹狼では医師になったら苦労するかもしれません。

【受験生へ】
ねだるな　勝ち取れ　さすれば与えられん！

（レントン サーストン）

協立総合病院外科　南 雄介
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　医師志望動機

私は現役の時は医学部受験をしていません。

もともと興味があることが多すぎて進路をどう

するか迷っていたところ、AIシステムのお話を

聞く機会があり、私もAIを使って一人ひとりに

とっての幸せを実現できる社会をつくりたいと

思い理系に進みました。ただ、AIだけでなく認

知科学なども学びたかったため、現役のときは

文理融合で学べる大学を受験しましたが失敗

し、浪人することになりました。浪人中に進路

を考え直す中で児童精神医学に興味を持ち、医

師として多くの人を幸せにすることもできると

考え、医学部受験を決めました。

　大学生活

鳥取は他の地域に比べてコロナの感染者数

が少なかったので、入学してからほぼ対面授業

ができており、部活動もほぼ通常通り活動して

います。私はゴルフ部、室内管弦楽団、バトミ

ントン部、医療系サークルに所属しており、毎

日忙しい日々を送っていますが、自分のやりた

いことが出来ているので楽しいです。

どんな場所に大学があるのかも知らずに受

験しましたが、徒歩圏内に駅も市役所も飲食店

もあるので生活するには便利です（遊びたいと

思ったら車がないと不便ですが笑）。勉強はし

んどいですが、先輩に試験の資料をもらったり、

友達と一緒に勉強したりして頑張っています。

　大学選考理由

医学部受験をすると決めたのは浪人した年

の夏で、医学部受験について何も知識がなかっ

たので、予備校の人に成績も踏まえながらいく

つか候補となる大学を挙げてもらいました。私

は文系科目の方が得意で理科が苦手だったの

で、共通テストの配点が高く２次試験が易しい

大学を挙げてもらったところ、候補の中に鳥取

大学が入っていました。最終的に出願を決めた

のは共通テストの結果が出て、この点数ならお

そらく合格できるとわかってからです。

自分だけで調べていたらおそらく自分に合っ

た大学は見つけられなかったので、自分の行き

たい大学がある人は成績が不安でもぜひ挑戦

してほしいですが、どの大学に行くか迷ってい

る人は自分で調べるだけでなく先生や先輩など

周りの人の意見も参考にしてみてください。

　受験生にエール

受験勉強は大変だと思いますが、大学合格が

ゴールではありません。人生何が起こるかわ

からないので、ぜひ色々なことに興味をもって

視野が広い人になってください。受験は一つの

通過点だと思うと少しは緊張が和らぐと思いま

す。自分に負けずに頑張ってください！

鳥取大学2年　Y.Rさん

Road to Doctor
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　法医学研究室の准教授・桐山ユキ。ビーカー
でコーヒーを飲むのが彼女の習慣で、座右の
銘は「屍は活ける師なり」。タイトルはここから
きています。少しでもご遺体に疑問を感じたら
「司法解剖をしたい！」というので、警察は「その
程度のことで解剖？皆忙しいんだ！」と難色を示
しがち。でも警察のそんな言葉を録音して脅迫
まがいに解剖を要求するユキでした。基本的に
わがままで強気な彼女をまわりは陰で“女王
様”とよんでいます。
　そんな法医学研究室に配属された医学生の
犬飼くん。バイト生活のために成績が振るわず、
ほんとは脳神経外科配属を希望していたのに
入れてもらえず、しかたなく法医学へ。ちょっと
ペット感のある犬飼君は、ユキに”ワンコ”と呼
ばれてこき使われます。実は彼には、父親を脳
神経外科医に救ってもらった過去があり、それ
で脳外科医になろうとしていました。
　そして、初めての司法解剖に立ち会ったワン
コくん。一瞬ですが、その死体が生き返った幻
を見ました。ユキにそれを話すと、「見えた…？

あれが？」と驚きます。そのことに絡んで、ユキ
の過去も少しづつ明らかになっていきます。
　死んだ人とは話すことも治すこともできな
い、法医学なんて…と考えていたワンコでした
が、司法解剖の重要性に徐々に気がついてい
きます。登場人物一人一人に様々な過去があり、
それがひとつづつ明かされていくのも楽しみ
の一つです。
　作者は薬学部出身だそうですが、法医学の
授業で教授が学生に見せた骨格標本について、
「彼とは生前に友達でした。こんな話をしたり
したんですよ。」とほのぼのと語られ、それが印
象にのこっていてこの漫画作成に至ったそう
です。
　私は病理医なので、病気で亡くなった方のご
遺体を解剖しますが、法医学は事件性のあるご
遺体を解剖します。同じ“解剖”でも見方が違う
ので、トレーニングの方法も全く違うんですよ。
　この漫画は、松下奈緒さん・仲間由紀恵さん
主演で2回もドラマになっています。ドラマもお
勧めです！

竹書房 道端千揺（原案／監修・有好從桜） 

杜野 亜希　講談社屍活師　女王の法医学
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協立総合病院　内科　長江 典彦

こんにちは。医師6年目で内科医をやっています。
長い学生生活に別れを告げてから、もうそんなに時が
経ったのかと感慨深く思っております。
さて、「医師として大切にしていること」ということ
ですが、色々と考えてみたのですが、普段の診療から
なんとなく思っているものとして「100点満点をめざさ
ない」ということを挙げたいと思います。
学生時代、特に受験生の頃なんかは、いかに満点に

近い点数をとるか、ということに腐心するものですが、
実臨床においては教科書どおりにいかないことがほと
んどで、高齢者を相手とすることが多い内科分野にお
いては、個個人の生活環境や体の動き具合、社会的背
景などから、ある程度の落とし所を探って、その人に
とって少しでも良い状態に近づけるということが重要
になります。
例えば、高齢糖尿病患者さんの場合では、医学的に

最良とされる血糖コントロールの数値目標があっても、

内服薬が複数で、しかも飲むタイミングが種類によって
異なるだとか、インスリン注射を自分で打たなければな
らないなど、薬物治療をする上でのハードルがあって、
やろうとしてもできないことがままみられます。忙しく
働いている人では決まった時間の内服が難しいことも
あるかもしれません。そうした場合、依怙地になって
患者さんを叱りつけながら目標値を目指すのは現実的
ではなく、かえって治療意欲をそいでしまいかねませ
ん。患者さんの生活スタイルをきいて、改善できそう
なところはテコ入れをしつつ、達成できそうな目標を
設定してあげることが大切だと思っています。多少数
値目標がゆるめであっても、生活の質が下がらなけれ
ばよしとする、といったところです。
ガイドラインなどにある内容をどの患者さんにも画一
的に当てはめようとすると無理がでるため、一人ひとり
の患者さんをよくみて、その人にとってのベストを探っ
ていけるようにしていくことが大切だと思っています。

 「 100点満点をめざさない 」 「 100点満点をめざさない 」
医師として大切にしていること医師として大切にしていること
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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♪
図書カードを
　　　もらっちゃおう♪

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？！

愛知民医連では、例年医学部医学科進学を目指す受験生
対象に「模擬面接会」を実施しています。

医学部入試に欠かせない面接はどうしても緊張してしまう
と思いますが、本番さながらの環境や、参加者それぞれの
志望校で過去に実際にあった質問で練習ができると毎年人
気のある企画です。

2022年も10月から12月にかけ計3回実施し、11名の
医学部医学科受験生が参加をしました。今年は久しぶりに
病院内での開催もできました。

企画内容は、「身だしなみ・マナー講座」「模擬面接（個人・集団討論）」の内容で行いました。
参加者からは、『自分の足りないところについて具体的なアドバイスがもらえてよかった。他の受験者の姿

に刺激を受けた。』『願書の書き方、入退室の仕方などの基本的な部

分から面接する側の視点まで個人面接の練習が参考になりました。』

『本番さながらの緊張感を味わえてよかった』『個人面接では突っ込

んだ質問もありいい経験になった』などの感想があり、非常に好評で
した。

愛知民医連では、医師を目指すみなさまを応援するため、来年以降
も実施を予定しています。医学部受験の前にぜひご参加してみません
か。お待ちしております。

模擬面接会模擬面接会医学部受験本番
さながらの体験！


