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米国財団法人野口医学研究所創立35周年記念式典



マターミュージアム
（MÜtter Museum）

シェーン コンフェクショナリー
(Shane Confectionary)

米国財団法人野口医学研究所が本部を置くペンシルバニア

州フィラデルフィア市は、独立宣言が為された合衆国誕生

の地として有名です。

野口医学研究所と深い関わりのあるフィラデルフィアにつ

いて、連載でご紹介していきます。

米国財団法人野口医学研究所の臨床
研修施設でもあるトーマス・ジェ
ファ－ソン大学の近くにThe Collede
of Physicians Philadelphiaという古い建
物があります。
その中にはMütter Museumという美
術館があり、19世紀初頭、トーマ
ス・ジェファーソン大学の教授で
あった Thomas Dent Mütter(1811-
1859)が収集した医学に関連する歴
史的な器具や標本が飾られています。
普段目にすることが少ない人体に関
する資料が数多く展示されています
ので、医学に興味がある方にはおす
すめのスポットです。
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Vol.20でご紹介したPenn‘s Landingの近く
にあるShane Confectionaryは、フィラデ
ルフィアで150年以上の歴史がある老舗
のお菓子屋さんです。
店内はまるでアンティークショップの様
に、様々な色や形のキャンディーやチョ
コレート等が並べられています。1つ1つ
がハンドメイドで、子供へのプレゼント
としても人気があるようです。
これからの暑い時期には、清涼感のある
チョコレートミントのアイスクリームは
いかがでしょうか。



2018年4月１日、学士会館に於いて「米国財団法人野口医学研究所創立35周年記念式典」

が行われました。
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創立35周年記念式典

【左】Joseph S . Gonnella
トーマス・ジェファーソン大学
名誉医学部長

思えば私も、「野口」と共に、永い年月を歩んで参りました。
この35年間…、ホーム・ドラマであり、コメディであり、はたまた
ドタバタ劇、延いては悲惨なトラジェディもありました。ここまで
来られたのも、皆様のご支援ご尽力のお陰です。
本当に感謝しております。
これからも医療人たちに我々の理念『Humanity＆Empathy in
Medicine』を提唱して参ります。

米国財団法人野口医学研究所
創立者・名誉理事
浅野 嘉久

【中央】澤田 崇志
(社団)野口医学研究所社員

佐藤 隆美
(財団)野口医学研究所

評議員会会長

加我 君孝
東京大学名誉教授

【左】Jerris R, Hedges
ハワイ大学医学部長

【右】Charles A. Pohl
トーマス・ジェファーソン大学
副医学部長

髙久 史麿
(公社)地域医療振興協会

会長

Satoru Izutsu
ハワイ大学名誉教授

2018年4月1日 於：学士会館

米国財団法人野口医学研究所

当日ご出席頂いた来賓の皆様(一部)
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米国財団法人野口医学研究所は35年間に亘り、医療従事者の海外留学を支援しています。今回は医師・

医学生・看護師・管理栄養士の研修について、修了者のレポートを一部抜粋してご紹介します。

医学交流活動-研修報告-

Externship Program

Clinical Skills Program

2017年4月 陸上自衛隊 医官 家庭医療科 園田健人

研修施設：Jefferson Dorfner Family Medicine Clinic

2018年3月 大阪医科大学5年 井上鐘哲
研修施設：Sidney Kimmel Medical College at 

Thomas Jefferson University

【 Dorfner夫妻と職員の方々】
※(中央) 園田健人さん

学び

【2018年3月 Clinical  Skills Program 参加者9名】
※(右) 井上鐘哲さん

empathyとは、単に同情することではなく、相手の

立場に立って相手の感情を理解する能力を指す。

TJU実習の医療現場では、検査で異常が見つからな

いのに原因不明の痛みを繰り返し訴える患者、英語

を解さず中国語で症状を訴える患者、医療処置に不

満を持ち、医師に対して怒りを露わにする患者など、

様々な難しい場面に出会った。そのたびに、僕が同

行させて頂いた医師は、笑顔を崩さすことなく患者

の訴えに真剣に耳を傾け、彼らの身体の状態をわか

りやすく説明し、患者にとって最良の処置を取るこ

とに腐心されていた。その姿を間近に見ながら、こ

れを可能にしているのは、まさに医師のempathy(共

感力)であるということを再確認した。

私は限られた時間内に⾃らの実⼒を⽰す姿勢が
⼤切だと思い、 毎⽇印象に残った患者１⼈に関
してカルテ及び、１つの疾患に関するレビュー
をレポート形式にして提出するようにしていた。
そうすることで、⾃⾝の臨床的な能⼒を⽰すこ
と 、 COMMON DISEASE に 関 す る 知 識 を
DISCUSSION することができたように思う。加え
て、⽇本で診療している疾患に対する⾃⾝の知
識を深められ、⾮常に勉強になった。その他に
も診療の節⽬ごとに必ず何かしら質問もしくは
感じた事を伝えるようにして、積極的に研修に
取り組んだ。
医師になってからの⽶国での研修の受け⼊れは
年々厳しくなっており、機会は⾮常に限られて
いる。そうした中で、野⼝医学研究所を通して
のエクスターン研修は⼤変貴重な機会であり、
臨床留学を志す⽅には勿論のこと、⽶国の医療
に興味のある医師に強くオススメしたい。

―米国における臨床研修を
実りありものにするには―

―医療は人を選ばず、
国境を越えて救うもの―



NOGUCHI TIMES Vol. 22 2018.6.14 5

Pacific Partnership Program

Clinical Resistered Dietitian Program

2018年5月 看護師(保健師) 萩原芽衣

研修場所：Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

研修施設

：Thomas Jefferson University Hospital

一般社団法人野口医学研究所 管理栄養士 メディカル営業部 澤静佳 / コンシューマー営業部田中瑛子

種類

商品

画像

栄養素

Bar SoupsShakes

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 1～2ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 4ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 5～7ｇ

種類

商品

画像

栄養素

Bar SoupsShakes

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 1～2ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 4ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 5～7ｇ

種類

商品

画像

栄養素

Bar SoupsShakes

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 1～2ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 4ｇ

カロリー: 160㎉

たんぱく質: 16g

炭水化物: 18g

糖類: 5～7ｇ

【他国スタッフと現地の方々との触れ合い】
※(中央) 萩原芽衣さん

―世界の人々への
看護・医療を目指して―

私は、「様々な国籍、人種、信仰など多様な背景を
持つ患者やスタッフと関わり、視野を広げること」
を目標にプログラムに参加した。活動は現地での直
接診療(CHE)、Mercy内ICU待機、シンポジウムに参
加し、文化交流としてMercy内のtea ceremonyの進
行も行った。
活動を終えて感じた事は英語が話せるだけではダメ
だという事である。アセスメント能力はもちろんの
事、積極性、コミュニケーション能力、様々な背
景・他国のスタッフと上手く協働する能力、アサー
ティブに自分の意見を伝える能力、どれも大切であ
り、より伸ばしていきたい力である。
私は、今回の活動を通して学んだこと、その経験と
課題をこれから先の私のキャリアに繋げ、学び続け
たいと考えている。２週間後にはイギリスに渡るこ
とになるが、今回の経験は大いに活かすことができ
ると思う。日本にい続けたら見えない事はたくさん
ある。これからも世界の多様な人々に対するより良
い看護・医療について考え続けたい。

―米国の栄養プログラムと
集団栄養指導について―

欧米では、国民の約40％が糖尿病（糖尿病予備群
を含む）であり、医療費が高額な為、一次予防・
二次予防に力を入れている。
私たちが見学した『OPTIFAST (★)プログラム』は、
単なる「減量」ではなく「体重管理」を目標とし
ている。減量をしてもリバウンドを引き起こさな
いように、継続的に理想体重を維持することが重
視されていることに、このプログラムの実用性を
感じた。
米国の集団栄養指導はディスカッション形式を
とっている。その為、栄養士は、１人の人に話が
偏らない様に、タイミングを見計らって話を切っ
たり、発言できていない人に話を振ったりする事
に気を付けている。つまり、栄養士はディスカッ
ションを行う際のコンサルタントの役割をし、栄
養学的に誤っている発言に対し、正しい知識を提
供したり、話が逸れていかないように軌道修正を
促している。この様な形式の集団栄養指導を見学
出来た事は良い経験であり、管理栄養士としての
視野を広げる事が出来たと思う。

(★) OPTIFAST …
1974年にネスレ㈱が炭水化物・たんぱく質・脂質
の比率を考慮し、１日のエネルギー量を調整しやす
いように開発した食品。

Shakes Bar Soups

【栄養プログラムでお世話になった先生方】

※(左から)田中、澤、Natanya、Chery Marco先生、Erin Galuchie先生

【OPTIFAST商品一例】



2018年4月11日（水）、女子栄養大学・坂戸校舎に於いて、第４回「浅野嘉久賞」

授与式が行われました。

平成30年度女子栄養大学大学院入学生奨励

『浅野嘉久賞』授与式

平成30年度は、大学院入学生の中から2名（栄養学専攻中村有希乃さん、保健学専攻
大迫実桜さん）が選出され、授与式にて給付決定通知が手渡されました。

栄養学専攻中村有希乃さん 保健学専攻大迫実桜さん

女子栄養大学役員の方々、野口医学研究所の出席者と奨学金受領者

第1回 平成27年4月8日 2名

第2回 平成28年4月6日 2名

第3回 平成29年4月5日 2名

第4回 平成30年4月11日 2名

2018年4月11日 於：女子栄養大学

―浅野嘉久賞とは―

米国財団法人野口医学研究所創立者・
名誉理事、一般社団法人野口医学研究所
社員総代 浅野嘉久が、女子栄養大学 大学
院修士課程に進学する優秀な人材に対し、
研究の質の向上と高度専門職業人養成を
目的として授与するものです。
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【これまでの浅野嘉久賞】



米国財団法人野口医学研究所の創立者・名誉理事、一般社団法人野口医学研究所の社員総代である浅野嘉久は、
ほぼ毎日Facebookページやブログを更新しています。今回は“イタリア旅行”のエッセーのご紹介です。

公式サイトでのつぶやき浅野嘉久
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【イタリア便り⑫】

ローマは凄い!!素晴らし～い!!!街の中、至る処に遺跡
や遺物が散在し、嫌でも歴史を肌で感じさせられる…。
ミラノ、ベネツィア、フィレンツィエと同様、路面電
車が主な交通手段なのだが、ローマにだけ、地下鉄が
ある。しかし、穴堀りの途中で遺跡にブチ当たると、
公的調査が始まり、必然、その結論の出るまで工事は
止められて仕舞う。従って、他国の何でもない新興地
にトンネルを掘るのとは訳が違い、何十倍もの時間が
掛かると言う…。
とまれ、ローマには何とも言えぬ好ましい喧騒、ワク
ワクと嬉しくなる様な活気、そして人と物にはタップ
リとした色気がある。たった二日間の滞在では、未練
ばかりが残り、遣る瀬無い限りである…。

先ずは、｢真実の口｣へ行く。我が人生、嘘ばかり付い
てきたので、右手首から先を喰い千切られてしまった
…。眞奈は“ざまあ見ろ!!”と、冷たい…。
次は、コロッセオ(コロセウム、コロッシアム)へ…。
物凄い迫力である。あんな物凄い物が、紀元前80年に、
4万人と8年で造られたとは…、信じられない……。今
は煉瓦が剥き出しだが、かつては、総てが白色の大理
石で被われていたと言う…。月光に白く輝くその姿は、
皇帝と人々のロマンティシズムを掻き立てたに違いな
い…。
引き続き｢トレビの泉｣、｢パンテオン｣、｢バチカン市
国/サン･ピエトロ大聖堂｣、｢バチカン市国/サン･ピエ
トロ広場｣、｢バチカン市国/博物館｣と巡ったのだが、
これは、続きに…、

▲コロッセオ内部

▼真実の口にて

Facebook＆アメーバブログ
＆コメントお待ちしています！

浅野嘉久公式サイト

http://ameblo.jp/yoshihisa-asano/
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