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青森民医連 

 11月に入り朝が肌寒くなりましたね。高校生のみなさんは体調を崩していないでしょうか？ 
 さて、今回のＲＯＡＤ ＴＯ ＤＯＣＴＯＲは青森民医連で企画したフィールドワーク、「深浦僻地ＦＷ」の報告です。このフィールド
ワークでは僻地と言われる所で医師がどんな働き方をして、どんな医師が求められているかを学習するのが目的です。医学生6
人と医師1人を含む10人で現地に行って学びました。 
 もう一つはＤｒ磯島の高校生の質問に答えるコーナーです。今回は医師を目指す高校生からのリアルな悩みについて磯島先生
が率直に答えています。 
 また、今号は裏面に現役の医学生のセンター試験の体験談もあります。大学受験時の体験を座談会風に熱く語りました。 

-医師を目指す高校生のための医系情報マガジン- vol.81 

特別奨学金 一般奨学金 

入学金貸与 あり（1年次のみ） なし 

奨学金貸与額 20万円以内／月 10万円以内／月 

定員 各学年5名 なし 

返還免除の 
条件 

卒業時に返還義務が生じますが青森民
医連に勤務すると返還が免除されます 

貸与期間の1.5倍 貸与期間の1.0倍 

コース① コース② 

貸与額 10万円／月 20万円／月 

青森民医連には「医学生奨学金制度」と「高卒生奨学金制度」の２つの奨
学金制度があります。 
 
●医学生奨学金制度（右表上）は、日本全国の医学部（医学科）に在籍す
る医学生が対象です。返還義務がありますが、卒業後一定期間、青森民
医連加盟の医療機関に勤務してもらうことで返還が免除されます。 
 
●高卒生奨学金制度（右表下）は、高校卒業後、医学部（医学科）への合
格に向けて勉強している30歳までの方が対象です。貸与期間は3年まで。
返還義務がありますが、医学部（医学科）合格後、医学生奨学金制度に
移行し、青森民医連加盟の医療機関に勤務すると返還が免除されます。 
  
 どちらも時期・学年を問わず随時募集しています。詳細は、下記連絡先
まで気軽にお問い合わせください。 

◆医学生奨学金制度 

◆高卒生奨学金制度 

青森民医連医師医学生課発行 

僻地の医師の厳しい現状  
 ＦＷ(フィールドワーク)冒頭は深浦町役場の八木総務課長か
ら「深浦町の概要と地方創生の取組」と題しての話でした。 
 八木総務課長は深浦町について青森県の西南部に位置してい
ること。そして今後の深浦の町づくりとして、若い人が移住で
きる環境づくりが重要だと話しました。その中で重要なのは①
産業・雇用対策、②移住・安住対策、③少子化対策、④地域活
性化対策であり、町をあげて活動していると紹介しました。 
 また、深浦には北部・中部・南部にそれぞれ診療所があり、
そこでは常勤の医師が１名で医療活動をしている事。臨時の医
師が弘前市や青森市、秋田県の能代市などから、それぞれ1名
ずつ支援してもらっていると報告されました。さらにこの厳し
い医師体制の中でも２つの特別養護老人ホームや４つのグルー
プホームの嘱託医も行っているという厳しい現状を話しました。 

 
僻地に求められる総合診療医 

 続いて関診療所の小山事務長は診療所の概要を話してくれま
した。小山事務長は関診療所について、鰺ヶ沢町に近い北部に
ある診療所で、医療設備はCT以外ほとんど揃っていること。常
勤医は現役を退いた麻酔医で医師の特徴を生かしたペインクリ
ニックも行っていると話していました。 

 Road To Doctorは医

学部医学科をめざす

皆さんのための機関

紙です。 

 今後も読者の皆さ

んの感想お待ちして

おります。 

Road ｔo Doctor 10月号の感想 
・日本での生活保護受給者に対する考えが厳しいのは意外に思った。匿名 

・貧困での「自力で生活できない弱者を政府が助ける責任はない」に賛成する人の割合の
データがあげられていたがその原因がなんなのか気になった。匿名 

・患者の病気やけがそのものだけでなく、その背景まで心を及ばせなければならないというこ
とに気づかされました。匿名 

・貧困についての社会的関心の薄さや冷酷さは実際に貧困を経験した人の話を聞くことで実
感できるのだと思った。PN SR 

 また、小山事務長は診療所の1日平均受診者数は51
名と非常に多いことも紹介。そして最後に「地域包括
ケアに理解のある医師が必要。深浦では地域では総合
診療医・家庭医が求められている」と説明しました。 
 

「地域医療を担う医師になってほしい」 
 「地域住民の立場から」と題して深浦町の歴史につ
いて話したのは岩崎に住んでいる亀川富雄氏です。 
 亀川氏は深浦の医療の原点について、健生病院創始
者、津川武一医師の医療活動を紹介。「机をベッド代
わりに使用し胃カメラを行った」と、泊りがけで準備
した時の様子について話しました。また、当時腹部エ
コーを使える医師が深浦にいなかったので健生病院か
ら来た医師を中心に職員が指導したこと等が話されま
した。 
 亀川さんは最後に地域住民として「自分は早めに病
気が発見できたから今生きている。しかし、今の僻地
の医療状況ではいつ死ぬか分からない。みなさんが将
来医師になった時、深浦・岩崎での今回のことを思い
出してくれればうれしい」と医学生に訴えました。 

       Ｓ・Ｈ：医師不足は深浦の問題だけじゃなくて 
   自分たちの問題だと考えることが必要だと思った。 
 そして僻地の医療体制を整えることが大事だと分かった。 
 Ｓ・Ｄ：どんなに医者ががんばっても体制は良くない。医療体制 
は改善しないといけない。 
 Ｔ・Ｔ：深浦の人は「一線を退いてからの医師でも良いから来てほ

しい」と言う人もいたが、自分は若いうちから地域に根差して医療
をやっていくのも良いと思った。 
 Ｈ・Ｒ：地域医療や総合診療医は思っている以上に求められる 
  ことが多いのだと思った。 
    Ｔ・Ａ：地域医療の体制は全体的に根本的な医師不足 
       が問題だと分かった。 

①高校のころに勉強したことで医療の現場で役立っていることはありますか？ 
  「医学部に在学中に役立ったこと」、であればみなさんのご想像通りかと思いますが、化学や生物かなと思います。医学部

で薬の構造や人体の仕組みなどを学ぶ際に役立ちます。実際の試験でコレステロールやペプチドの構造式を書いたり。あとは
英語、数学なども一般教養（学部にかかわらず大学生として学ぶべき内容。主に大学1.2年生で履修）として高校 
から発展した内容が必修ですし、実験のときには物理の考え方が必要になったりします。 
 でも、医療の現場、ということになると話は違ってくるかなと思います。実際に臨床に携わると、医師として患者 
や家族の人生に関わってくる場面が多々あります。相手がどういう考え方なのか、人生に何を求めているのか、 
それによって医療の優先順位、選択が変わります。例えば、困難なケースでの妊娠、高齢者の癌、など数え上 
げればきりがありません。 答えは教科書に載っているわけもなく、そこに唯一の正解なんてありません。 
 そういう場面で真摯に向き合うためには、こちらも生活、人生、命、そういったことを医師として真剣に考 
えて深めておくべきと思います。なので、僕自身は「倫理」はまじめに勉強してよかったと感じています。先人 
たちが、生命、人間の本質、幸福哲学、そういった形のない、でも人生の深い部分に関わることに対して、真剣 
に考えそれぞれ自分なりの結論を導き出している。それを学ぶことは、「人」と関わるこの仕事をするうえでと 
ても役立つと思います。 
 多種多様な人がいて、そこには多種多様な考え方があるということを認め、自分のエゴを押し付けるのでは 
なく、相手の気持ちを理解しようとする姿勢。個人的には医師として備えておくべき資質の一つと考えていま 
す。ま、そういう僕の考え方をみんなに押し付けるつもりはないんですけどね。それは矛盾になっちゃいます 
ので。こういう考え方もあるんだと気づいてくれて、そのうえで自分なりの考えを持ってほしいなと思います。 

○自分は医師に向いているのだろうか？と悩んだときはありますか？その時はどのように乗り越えましたか？？ 
 まず、正直なところ自分が医師に向いていると思ったことは無いですね。 

 努力が嫌いですぐ楽な方に逃げようとするし、いいかげんで雑なところも多いし、ダメなところをあげればきりがないですね、
自分で書いてて悲しくなるのでこのくらいで勘弁してください。なので、悩みっぱなしです。ほかの人が医師をやってくれた方
が絶対いいのになあ、自分より向いてる人なんていっぱいいるだろうなあって。 
 で、最終的には、悩んでても仕方ない、こんな医師に向いてない僕でもいないよりはマシでしょ、というふうに思うことにし
ました。だって医師不足なんだもん、こんなのでも必要としてくれるんだもん。そのかわりに、必要とされ、それでいてほかの
医師がやりたがらない、そういうところにこそ医師としての自分を捧げていきたいなあと思ってます。今の自分のやってる内容
だと、具体的には、在宅医療における夜間休日の対応とかですかね。夜間休日には往診しない、っていう医者も実際にはいっぱ
いいます。でも僕は自分の担当している在宅の患者に対しては、24時間365日対応しています。（どうしても無理な時は同じ志
を持つ医師と協力し合いながらですけど。） 
 そんなふうにしてたら最近は、今まではほかのところに往診頼んでたけど困ったときに対応してくれないから今度からはうち
にお願いしたい、っていう依頼も来たりして。こんな僕でいいのか？と思いながら受けてますけど。そんなこんなで往診の患者
が増えてきて、一人では限界がきちゃうなあと、でも絶対断りたくないなあと。誰か一緒にやってくれる人いませんかね？これ
を読んでるみなさん、医師になったら一緒にやりましょー。 
 さて、ちょっと話が脱線してしまいましたが、僕の考え方としては、医師に向いてようが向いてなかろうが関係ない、いない
よりはマシ、必要とされる＝自分の医師としての存在意義、って感じですかね。そう理由付けをすることで、こんな僕でも医師
をやっててもいいんじゃないかな、って無理やり自分を納得させることにしてます。 

参加者の感想 

関診療所にある「すこやカー」(ドクターカー) 
この車で救急患者の家に行くことも 
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受験生にメッセージ 
Ｈ君：自分の将来像を描きながら勉強していってください。あくまでも
受験は通り道であり、通過点です。あとは親とか先生とかなんでも良い
から頼るときには頼ってください。医者になれば恩返しできると思うし。 
Ｉ君：センター試験の時は不安なことはなかった。医者を本気で目指し
ている人は高いモチベーションを維持していたと思う。でも迷っていた
りそうじゃなかった人はモチベーションが低いように見えた。不安だと
いう気持ちもあると思うが、進路調査で出した以上は決意を固めて頑
張ってほしい。 
Ｈ君：そう！一心不乱のバカになれ！ 
Ａさん：私は勉強するのが遅かったけど、本当につらい停滞期を頑張る
と急に学力が伸びる時がありました。辛い時も頑張って、楽しくなって
も頑張って勉強してください。 

医学部受験者のためのセンター試験経験の座談会 

        11月後半からの過ごし方 
 Ａさん：私は基本的に夜の11時に寝て5時半に起きてた。6時半には学校が空 
 いていたので基本的には学校で勉強していたかな。 
Ｉ君：Ａさんは朝型だったんだね。Ｈ君は朝型だった？ 
Ｈ君：僕は夜12時には寝ていた。予備校は10時くらいまでやっていた。 
Ｉ君：自分は夜型だったな。深夜2時前には寝ていた。とりあえず学校終わった
ら家に帰ってずっと勉強していた感じだったよ。 
  

自分なりの勉強法 
Ｉ君：自分は声に出しながら勉強するタイプだからずっと勉強は一人でやってた
よ。でもみんなで勉強をする時があると自分は教える側に徹していたかな。教え
ることで自分が分からないことがわかるから良かったし。 
Ｈ君：僕も音読していた。あとは覚えた単語を日常的に使うようにはしていた。 
Ａさん：私は「まとめのノート」というのをつくってやっていました。自分が苦
手な所を特に集中してやっていました。二人はこれは他の人がやっていないとい
う勉強法はある？ 
Ｈ君：アプリを使って英単語勉強とかしていたかな。あとはとにかくなんでもか
んでも辞書をひきまくったりしていた。とりあえず何かしらの知識をいつも取り
入れようとしていたのを覚えてるよ 
Ｉ君：自分は夏休み数学と物理を集中的にやっていた。国語と英語の勉強が好き
だから嫌いな科目の勉強が飽きてきたら好きな科目をやったりしてメリハリをつ
けていた。あと古典が好きだったから自分で和歌を作ったりしていた。枕詞とか
を考えていたなぁ。 
Ａさん：私は親の送り迎えの車の中でハリーポッターの映画を英語の字幕で見た  
 りして勉強した。映画の英語のレベルが自分にとってちょうどよくて分かり 
  やすい感じだったし。 

モチベーションの保ち方 
 Ｈ君：体型維持！走ったり筋トレしてた！！あとは瞑想したりもしていた。 
Ｉ君：マジか！それって受験に意味あるの？ 
Ｈ君：イヤイヤ、体調を良くするためにはこういうのが必要なんだよ！ 
Ａさん：私は最初、彼といっしょに勉強してたけど止めちゃった。やっぱり1
人でやった方が集中できることがわかったし。あと、私は1日1話だけアニメ
見ることをしていたかな。 
Ｈ君：あと僕は無理やり感動する！泣ける映画とか見ながら泣いてすっきり
していた。 
  

年末の過ごし方 
Ｉ君：年末はいつも通りかな！友達と欠かさず行っている初詣とかは行って
たし。だらだらしていたように思う。 
Ａさん：私もテレビを見たりしながらたまに勉強をしていたように思う。 
Ｈ君：僕は予備校が休みだったからバイトしてたよ！バイトしていると何も
考えなくてよくなるからかえってメリハリがついてたように思うな。 
  

センター試験で気を付けること 
Ｈ君：センター試験を想定したタイムアタックやっていたかな。見直す時間
もあるように早くやっていたよ！あとは慌てない事。英語とか読み飛ばすと
意味が変わってくるからあわてないで早くやるような練習をしていたかな。 
Ｉ君：自分は、センター試験の時に100日咳みたいに体調悪くてやばかった
な！ステロイド吸引とかして何とかごまかしてがんばったよ！ 
 Ａさん：私は試験まで体調を崩さないようにマスクをして生活してたよ。 
  Ｈ君：あと、会場は寒いから厚着をしていかないといけないね。 

 今号のＲＯＡＤ ＴＯ ＤＯＣＴＯＲは、センター試験を控える受験生に向けての特集を
設けました。 

青森民医連弘前事務所では現役の医学生にセンター試験の経験についての座談会
を行いました。これから受験する方たちに少しでも参考になればと思います。 
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青森民医連は受験生のみ
なさんを応援しています！ 

後悔しないように勉強を頑
張ってください 


