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医師をめざす皆さん、こんにちは！
今月のロード トゥ ドクターは「浪人生活」と題して、今年医学部に合格した浪人生の合格体験記を紹介します。
予備校での生活や医学部に向かうための心構えについて執筆してもらいました。
また、裏面ではハガキで送られた質問を医学生とドクターに応えてもらいました。
3月は大学入試の合格発表の時期ですね。青森民医連スタッフ一同、3年生の医学部医学科への合格の声が
寄せられることをとても楽しみにしています。また、受験生の中には医学部と違う進路の方もいると思います。ぜ
ひ、進路を教えてください。今後のご活躍を心から祈っています。

みなさんの進路を教えてください

浪人生活 ＲＯＵＮＩＮ ＳＥＩＫＡＴＳＵ
－医学部志望は譲れない－

元予備校生の“合格体験記”
夢に向かって全力で努力
※イメージです

こんにちは。私は五所川原高校出身のA.Sです。昨
年、浪人生活をして岩手医科大学医学部に合格しま
した。医師をめざした動機は地域医療における問題
を少しでも解決したいと思ったのがきっかけです。

通っていた予備校
私が通っていた予備校は北九州予備校東京校と
いうところで、直営寮で生活してました。「努力は実
る」をスローガンにしており、ほぼ全ての大学の過去
問を研究・対策をしている講師陣、年間出席率97％
など様々な特色があります。

朝5時～23時30分まで勉強
浪人生活一日の流れは、朝5時に起床、朝ご飯を
食べます。6時30分に予備校で朝自習を1時間しま
す。朝自習の参加は自由です。8時から所属するク
ラスの教室へいき、センター試験の過去問をもとにし
た小テストを毎日します。それが終わると授業が始
まります。17時頃授業は終わり寮に帰ります。
風呂、夕飯、部屋の掃除をして18時に寮の自習室
へ行き、23時まで自習します。それが終わると部屋
に戻り、23時30分に消灯ですが、私は24時まで勉強
してから寝ました。寮での生活は寮長が管理してい
ます。最初はきついですが、慣れます。
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後悔するより、あきらめるな！
一年間浪人生だった私が医学部受験生の皆さん
に言えることは、夢は妥協しないでほしいということ
です。
志望学部を諦めて違う学部にいっても後で必ず後
悔するときがくると思います。諦めも肝心ですが、後
悔するくらいなら夢を追いかけることも大事なことで
す。そして夢を叶えるために周りの環境を最大限活
用し全力で努力して下さい。

合格体験記 筆者大募集
本紙では医学部医学科に合格した方の合格体験記を募集しています。
氏名・合格大学名を明記し、勉強法・日常生活で大事な事、試験や面
接で気を付けたことなどを300字程度にまとめて送ってください。
送り先はaomin-igakusei@kensei-hp.com
あるいはaomin.yahagi@gmail.com まで
医学部をめざす後輩の方たちに参考になる体験をぜひお寄せください。

※図書券の謝礼あり
青森民医連での各種企画の報告はホームページに詳しく掲載しております。
奨学金制度のお問合わせや病院実習のお申し込みは、
ホームページ内『お問合せ』メールフォームよりご連絡ください。
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奨学金説明会

日程

3月6日(日) 10時～15時

3月29日(火)
4月 1日(金)
4月 5日(火)
4月 6日(水)
4月 7日(木)
時間 11時～
場所 医師医学生課

青森民医連医師医学生課では上記の日程
で「合格おめでとう会」を行います。医学
生の先輩も参加するので、大学での過ごし
方などを聞いちゃおう)^o^(
※「奨学金説明会」「合格おめでとう会」は事前に
電話等でご連絡いただけるとありがたいです
青森民医連医師医学生課 ＴＥＬ0172-34-5455

◆医学生奨学金制度
特別奨学金

一般奨学金

入学金貸与

あり（1年次のみ）

なし

●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。

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

●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。

返還免除の
条件

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。

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。
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合格おめでとう会やります

弘前会場
3月12日(土) 10時～15時
青森民医連弘前事務所
（医師医学生課）
〒036-8203 弘前市本町95丸二ビル1F
青森会場
八戸会場
3月12日(土)10時～15時
3月12日（土）
あおもり協立病院
11：00～15：00
〒030-0847
八戸医療生協本部
青森市東大野
〒031-0001
2丁目1番地10
八戸市類家5-38-20

※

青森民医連では、医学生向けのRoad to
Doctorも発行しています。医学部（医学科）
に合格し、引き続き医学生版をご希望の方
は、進路・新住所をお知らせください。
希望しない方、進路の変更をされた方も、今
後のRoad to Doctorの送付確認のため、は
がきの返信をお願いします。返信のない場
合は、継続して高校生版を送らせていただ
きます。
また、医学部を目指す方を応援する目的
で、高卒生向け奨学金制度も設けています。
詳細についてはお問い合わせください。

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

◆高卒生奨学金制度
貸与額

青森県民主医療機関連合会 医師医学生課 (青森民医連 弘前事務所)
〒036-8203 弘前市本町95丸二ビル1F 【9:00～17:00】
お問い合わせメールアドレス：aomin-igakusei@kensei-hp.com

コース①

コース②

10万円／月

20万円／月

0172-34-5455
http://www.kensei-hp.com

読者の質問に答えるコーナー。
今回も皆さんの返信はがきの質問を
あおもり協立病院の磯島Ｄｒと弘前大
学医学科5年生の学生、Ｍ君が答え
てくれました。

総合診療医とはなんですか？
総合診療科（そうごうしんりょうか）とは、医療における診療科のひと
つで、あまりにも専門化・細分化しすぎた現代医療の中で、全人的に人間
を捉え、特定の臓器・疾患に限定せず多角的に診療を行う部門。 また、外
来初診の「症状」のみの患者に迅速かつ適切に「診断」をつける科でもあ
る。 医療機関・大学によっては総合診療部ともいう。（Wikipediaより)
たとえば熱が出た、というのはどの科でしょう？細菌やウイルスの感染
症科？膠原病科で扱う自己免疫性疾患？血管炎で循環器科？発熱の原因は
多岐にわたり、関わる科だってさまざまです。患者の立場に立ってみてく
ださい。どの科を受診すればいいか、困ってしまいますね。
そういう、何かしらの症状で困っている人にまず最初に接してあげる、
そして浅く広い知識や診断技術で、簡単なものはそこで治す、高度な検査
や治療が必要とされる場合はその専門科に紹介する、そういう役割を果た
すのが総合診療科・総合診療医だと思っています。
例えるならコンビニの品ぞろえをイメージしてください。売ってるもの
だけを見れば、弁当屋でありお菓子屋であり本屋であり文房具屋であり、
でも専門店ほど細かい品ぞろえは難しい。よく必要とされるものを中心に
その頻度に応じて扱っている。総合診療・プライマリーケアというのはそ
ういう患者視点での「医療の品ぞろえ」なんだと思います。より患者に寄
磯島 寿人(いそじま としひと) り添った、患者に必要とされる、僕自身もそんな医療を目指しています。

あおもり協立病院 弘前大卒
在宅医療も行う内科医

医師に求められるコミュニケーション能力はどう培えばよいのですか？
相手の立場になって考えるのが前提だと思います。
こちらが当たり前だと思っていることが相手にとってそうではないことがよくあ
ります。とくに医学的な知識については顕著です。医者同士で話をする場合は、専
門用語を使うことがスマートで、知らないと恥ずかしい、となる傾向があるのか、
あえて難しい言葉で表現しがちです。それに慣れてしまうと患者や家族といった一
般人相手にもそういう態度をとってしまう医者が結構います。
学生でいる今の状況というのは、一般人の感覚に非常に近いものがあり、それを
忘れずにいてください。今後自分が医学的知識などを吸収し成長したとしても、今
の「一般人の感覚」を意識してコミュニケーションをとるように心がけましょう。
相手が、何に困って何を不安に思っているのか？何がわからなくて知りたいと感じ
ているのか？そういうところを常に意識すれば、自然とわかりやすい言葉を選んだ
り、良好なコミュニケーションが取りやすくなります。「医者の常識は一般的には
非常識かも」、忘れずにいたいものです。

医学科合格の方！
入学前実習してみませんか？
医学部入学前に青森民医連の病院で実習をし
てみませんか？高校生の医師体験よりも深く医
療を学べます
・絶対に患者を断らない健生病院ＥＲ当直実習
・黒石市・青森市・八戸市の診療所で往診実習
・「精神科医療とはなんだ！！」
弘前@藤代健生病院 青森@生協さくら病院
連絡先aomin-igakusei@kensei-hp.com
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・ゴンさんの質問
「地方の医師不足についてどのように考えている
のか教えてください
Ｍ＝一概に地方だけに限らず都心でも医師不足
なところはあると思います。
世間では医師の偏在とか言われているが全体
的に足りないことは明白です。とくに今、青森では
リハビリテーションの医師がいなくて患者さんの離
床が遅れたりすることが起きています。また、ある
病院では手術が必要な患者がいるのにもかかわ
らず、受けられず3～4カ月放置してしまうこともあ
ると聞いています。
・ＭＪさんの質問
あと、病院やクリニックの外来の待ち時間が長
高校時代と違うことはなんですか？
Ｍ＝高校時代と違う遊び方、服装も自由。授業は90 いのは医師が少ないからです。診察の時に患者
分一コマで全部集中して聞くのが大変。30分でとし の話をあまり聞いてくれないと思うのは医師が少
てしまう。あと授業も部活も自己責任になってくる。 ないからです。医師人口が多いとかいう人もいる
やりたいようにできるが自由すぎて逆に何もできなく けど、70～80歳の医師や、研究医も含まれて判
断されているように思う。みんな臨床医なわけで
なる人もいる。
はないのです。
医学部の定員を増やすと一人一人の質が下が
・アカさんの質問
るという人もいるけど、質を上げるためには大学
前もって身に着けておくと役立つ知識は？
Ｍ＝何も知らないで話を聞いた方が新鮮です。どう の医師を増やさないといけない。
しても勉強しておきたいなら生物１でもよいので人体 大学の教員である医師を増やすことが医学の質
を上げることだと私は考えます。
の分野くらいで十分だと思います。
・大福さんの質問
充実した学生生活を置く方法を教えてください
受験勉強（二次試験）について
Ｍ＝充実した大学生活には部活に入りなさい。遊ん
でください。楽しみましょう。勉強は頑張りすぎないよ
うにしてください。
弘前大学の受験だったら過去問を3年分やること。
完璧になるまでやってください。あとは基礎をしっか
りやったらいいと思います。勉強の筋トレをすること
が大事だと思います。

Road ｔo Doctor 1月号の感想
・毎月、楽しんで読んでいます。月々に特集されている記事はとても身になることばかりで助かっています。
ＰＮ.ゴン
・毎回興味深い内容や疑問に思っていたことをとりあげているので興味をもって読んでいました。ロードトゥド
皆さんの声が紙面づくりに生かされます!!今後も皆
クターは医師と言う職業に関してや、それに関わることを知ることが出来たし、医師になりたいという夢を追
さんからの質問や感想、ドシドシお待ちしております。
いかけること、医学部合格につながりました。ＰＮ.ＡＳ
and more・・・!!

