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半田高校生の皆さんへ 

以下に事前アンケートで頂いた質問内容に関する回答を、参考資料を添えてまとめました。当日の

Zoom でもなるべくお答えしたいと思いますが、不明な点や、もっと聞きたい点などがあれば、ど

うぞ遠慮なくメールでご連絡ください。 

船戸真史 | Masafumi Funato 

 

 

 

 

−医師として 

Q: 医学の道に進もうと思ったきっかけは?また、いつ頃決めたのか? 

A: 複数の要因が重なっていました。 

小学 4 年生の時に手塚治虫先生の漫画｢ブラックジャック｣を読み、初めて医学の世界に興味を持ち

ました(20 年以上経った今も愛読しており、医師になった今でも新しい驚き発見があります)。ま

た、両親と一緒に発展途上国での生活を描いたドキュメンタリーや、アメリカの有名な医療ドラマ

｢ER｣を良く観ており、漠然と海外で医療を行う事に興味を持っていました。中学 2 年生の頃、半田

市民病院で 1 日職場体験をした事で医師になりたいと強く思うようになりました。半田高校へは推

薦入学でしたが、面接の時に｢医学部に入って国際医療協力を行いたい｣と話した事を今でも覚えて

います。 
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Q: 私は医師になろうと思い始めたのが遅かったので、受験への準備がほとんどできていません。

今から始めたらもう手遅れですか? 

A: そのような事はありません。 

もし質問された方が現役合格を目指されている場合、基礎学力を中心にしっかり積み重ねれば、可

能性は十分にあります。そうでなくても、本当に医師になりたいと心に決め、目指し続ける覚悟が

あるのでしたら、準備の開始に遅すぎるという事はありません(そして、それだけ時間をかけて目指

す価値のある素晴らしい仕事だと思います)。なぜそのように思うのか、2 つ理由があります。 

1 つ目は、医学部に現役生が少なく、多くの学生が数年の年月をかけて準備している事です。私は

2006 年に長崎大学に入学しましたが、同級生には 9 浪生、7 浪生、42 歳や 30 歳の再受験者など、

多様な人生経験を積んだ方々がいました。今は皆立派な医師になっています。 

以下のグラフは、文部科学省｢医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査の 結

果速報について ｣から作成された、2018 年度医学部医学科入学者の大学別の現浪比です3。大学毎に

差はありますが、概ね現役合格者は 30％前後に留まっている事が分かります。 

残念な事実ですが、2018 年に複数の医学部において女子学生、多浪生に対する入試差別問題が行わ

れていた事例が発覚しました。今後はどの大学も入試の透明化が進み、現役生の比率は一層下がる

可能性があります(正確な予測は困難ですが)。 

 

 
1 https://tezukaosamu.net/jp/manga/438.html 

2 http://www.superdramatv.com/line/er/ 

3 文部科学省｢医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査の 結果速報について｣ 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/10/1409128_002_1.pdf 

https://tezukaosamu.net/jp/manga/438.html


 3 

 

 

 

 



 4 

2 つ目は、医師になる方法が複数存在する事です。 

皆さんにとって医師になる方法といえば、一般的には大学入学共通テストを経て高校から直接日本

の医学部医学科に進学するイメージを持たれていると思いますが、実は他にも様々な方法がありま

す。 

例えば、学士編入試験という制度があります。これは大学の非医学部を卒業した学生(または卒後数

年の社会経験を経た者)が、各大学が課する編入試験を経て、医学部医学科の 2−3 年次に編入する

というシステムです。河合塾によれば、現時点で 28 校の国立大学で本制度が実施されています4。

一般入試より競争率かなり高くなりますが(通常 10 倍以上)、他の専門を修めてから医学を学ぶ事

は、世界から見たら普通ですし(例えば米国の医学部は、まず 4 年制の大学を卒業しないと入れませ

ん)、医師になった後の視野やキャリアも拡がるでしょう(例えば工学を修めた後に医学の世界で手

術ロボットを開発するとか)。医学部に入るかまだ迷っている人、他の学問にも興味がある人は、チ

ャレンジしてみても良いかもしれません。 

 

ちなみに、学士編入で私の同級生になったキャリアは以下の通りです。 

例 1：慶応大学法学部卒→国内大手商社勤務→編入 

例 2：九州大学薬学部卒→編入 

例 3：東京医科歯科大学歯学部卒→編入 

例 4：慶応大学 SFC 卒→一般企業就職→編入 

 

他にも、東欧の医学部に進学する高校生も最近は増えてきているようです5。日本の私立医学部より

学費が安く、国際的な経験が積める事が魅力のようです(私の高校時代にはなかったので、あまり詳

細を申し上げられず申し訳ありません) 

もし学費が気になる方は、JASSO(日本学生支援気機構)、自治体奨学金、大学独自の奨学金を活用す

ると良いかもしれません。医師になり 2 年間の研修医を過ぎれば給料には少しずつ余裕が出てくる

 
4 河合塾 KALS 医学部学士編入実施大学リスト https://www.kals.jp/medical-trn/outline/lst/ 

5 私立・国公立大学医学部に入ろう！ドットコム https://www.sidaiigakubu.com/kaigai-igakubu/europe/ 
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ので、時間はかかりますが、一部の私立大医学部でなければ返済ができなくなる可能性は低いと思

います。また、自治医科大学の場合、卒後出身県(愛知県)の指定された僻地の医療機関で一定年数

勤務すれば、授業料が免除になります6。 

 

Q: どうすれば医学部に合格できるのか?どんな勉強をしていたのか? 

A: 15 年前の私の経験が現在の入試制度でも通用するかどうか分かりませんが…｢基本に忠実に｣を

大事にして勉強しました。 

｢何冊の参考書に手を付けるよりも、良質な問題集を繰り返した方が、学習効果が高い｣という、当

時高校数学の担当だった菅野先生の言葉を守って勉強していました。数学なら｢青チャート｣、物理

や化学なら｢重要問題集｣など、数研出版の問題集をひたすら柊陵会館で繰り返し解きました。旧帝

大の医学部を目指すのでなければ、医学部の入試は、基礎的、中等度の問題を確実に解けるように

事が重要ではないかと思います。 

あとは行事と勉強のメリハリをつける事でしょうか。部活は高 3 の総体予選まで行い、柊祭も応援

団の副団長として、夏休みも学業と両立させて準備しました。どのイベントも｢やりきった｣という

達成感を味わえた事が、残りの受験期間を集中して走り切る上で、良い支えになりました。 

 

※Google で検索したら、当時使っていた問題集が出てきました7。ちなみに 2 次試験前日もホテルで 1 問物理の問題

を解いたところ、試験当日に同じ問題が出て喜んだ記憶があります(確か熱力学の問題だったな…)。 

 

 

 
6 自治医科大学 https://www.jichi.ac.jp/qa/medicine/008.html 

7 https://www.chart.co.jp/goods/item/rika/46320.php 
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Q:  医師になるために、一番大切なことは何ですか? 

A: プロフェッショナリズム8、だと思います。 

医師という職業(｢師｣がつく仕事全般に言える事です。もちろん教師も当てはまります)は、その専

門性と公益性の高さ故に、多くの人々から尊敬され、信頼され、感謝される、とても価値のある仕

事です。しかし、医師が社会的に信頼され続けるためには、一生かけて新しい医学知識を学び、自

己研鑽を続ける態度、患者さんに誠意をもって真摯に尽くす姿勢など、飽くなき向上心や高いコミ

ュニケーション能力が求められます。 

私の母校長崎大学医学部には、開学の祖であるオランダの医師ポンペが残した｢医師は自らの天職を

よく承知していなければならぬ。 ひとたびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のもので

はなく、病める人のものである。｣という言葉がありますが、プロフェッショナリズムのうち、利他

主義を表す良い言葉だと思います。 

 

Q: 医師になって良かったと思うことは何ですか? 

A:仕事を通して様々な人の人生に関われる事です。 

世の中の多くのお仕事は、人間関係の幅が限定されがちですが、病気は年齢、貧富、国、性別を問

わず誰もが罹り、従って誰もが医療を受ける機会があります。患者さんとの対話や診察を通して、

仕事や家族の話など、自分の知らない世界について見聞きする事もしばしばあり、その度に世の中

の広さや、自分の無知に気付かされます。毎日が新しい発見の連続で、飽きるという事がありませ

ん。(漁師の患者さんから、サンゴに隠れ、膜のバリアを張って眠るイラブチャーという魚の話を聞

き、後日一緒に夜の海へ潜りに行った事がありました。) 

 
8 慶應義塾大学医学部 プロフェッショナリズム教育とは

http://www.med.keio.ac.jp/education/undergraduate/professionalism.html 
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Q: 医師にしかないやりがいは?また、大変なことは? 

A: 患者さんが元気に退院していかれる時、感謝された時もちろんとても嬉しいですし、やりがい

を感じます。でも、他の多くの仕事も人から感謝されますね… 

｢医師にしかない部分｣といえば、生と死という、人間の最もダイナミックかつドラマチックな瞬間

に関わっている所でしょうか。赤ちゃんが分娩室で生まれてくる瞬間も、瀕死の患者さんを懸命に

蘇生している瞬間も、老人の大往生を自宅でお看取りする瞬間も、そこには百人百様のストーリー

とドラマがあります。嬉しい事も悲しい事もありますが、自分が患者さんの人生のピースになるこ

とで、一人の人間として学び、成長する機会を頂ける事。これは医師という仕事の醍醐味かもしれ

ません。 

 

Q: 医師として活躍するために高校生や大学生のうちにやっておくべきこと、心がけておくことは? 

A: 幅広い人間関係と価値観に触れてほしいと思います。 

半田高校の同級生一人ひとりが異なるように、患者さんも一人ひとり性格や価値観が異なります。

その違いを受け止め、コミュニケーションする事ができなければ、患者さんと信頼関係を築き、良

い治療を行う事できません。 

例えば、タバコが原因で肺がんになってしまった患者さんに｢何でタバコばかり吸っていたんだ！｣

と叱っても解決に結びつきません。｢なぜこの患者さんはタバコを吸い始めたのだろう？｣｢なぜタバ

コを吸い続けなければならないのか？｣と、新たな問いを立てる必要があるのです。 

それができるようになるためには、一見正しそうに思える事、これまで自分が信じて疑わなかった

ような事も｢他の考え方や選択肢はないか？｣と自問自答できるようになる訓練が必要です。オスス

メは海外旅行ですが、時間が許せばアルバイトでも良いでしょう。好奇心や、新しい出会いが自ら
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の価値観を大きく変える事はよくある事です。世界には右から左に字を書く国だってありますし、

地図が上下反対になっている国もあるのですから･･･。 

 

Q:人が亡くなる場面に、どのぐらいの頻度で遭遇しますか?また、そうした場合の気持ちの持ち方を

教えてください。 

働いている科や病院の規模にもよりますが、私が半田市民病院くらいの規模の病院(＝地域の中心的

な役割を果たしている、ベッドが 500 床くらいの、救急車を積極的に受け入れている病院)で働いて

いた時は、月に 1−2 回くらいでした。1,200 人の離島で働いていた時は 2−3 ヶ月に 1 人くらいで

した。臨終の場には最後まで慣れる事はないと思いますが、｢よく頑張られましたね｣｢穏やかな最期

でしたね｣と、患者さんと家族を労る言葉をかけるように心がけています。 

−海外での活動 

Q: 海外へ留学するには、どういう勉強をしたらよいか? 

A: 色々ありますが、｢英語力｣と｢リーダーシップ経験｣を強調したいと思います。 

英語は、大学受験とは異なる勉強が必要になります。 

例えば、日本で就職を考える場合は英検や TOEIC が有名ですが、両資格は海外で殆ど認知されてい

ません。世界的には TOEFL や IELTS という国際標準の試験を受け、海外留学が十分にできる英語力

が必要になります。語学は一朝一夕で身につくものではありませんので、まずはホームページを読

んでみたり、試しに受験したりして、現状とゴールのギャップを確認する方法がオススメです(受験

料が 1−2 万円するので、気軽に受けられないかもしれませんが…)。 

リーダーシップは、多くの日本人が苦手とするスキルですが、留学時(特に米国留学)にはよく聞か

れる能力の一つです。｢サッカー部の部長を務めた｣といった肩書きがあれば良いではなく、｢部長と

して意見の異なる部員をどのようにまとめ、どのような成果を挙げたのか｣といったような、自身の

とった行動と成果に注目する必要があります。なぜなら、留学時の志願書類(Personal Statement とか

Statement of Purpose などと言います)を作成するにあたって、それらの経験を書く必要があるためで

す。リーダーシップは座学で身につくものではありませんし、肩書を貰えば自動的についてくるも

のでもありません。しかしながら、本人がその気になれば学年、性別、環境を問わずどこでも発揮

する事ができます。部活、柊会、大学のゼミ、バイトなど、まずは身近な環境から経験を積み始め

ていけると良いと思います。 
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Q: 海外で医師として働くに至った経緯や、海外での仕事内容が知りたい。  

経緯は医師を志した経緯に書きましたので割愛します。 

私が国立国際医療研究センターで働いていた時は、ベトナム、ラオス、ミャンマーなどの国々に出

張していました。主な活動は①現地の医療従事者に対する医療技術のトレーニング ②疫学研究(地

域住民にアンケートをとったり、簡単な採血をしたりする) ③世界保健機関(WHO)国際会議への参

加、です。例えば、テレビで見るような紛争地や被災直後の環境で医療活動を行う｢緊急人道支援｣

とは異なり、数年の単位で現地の人々とじっくり取り組み、支援がなくなった後も現地の人々だけ

で持続可能なシステムを作る｢公衆衛生｣の活動が主体になります。 

 

※ミャンマーで研究方法について、現地スタッフとディスカッションしている様子 

 

Q:  海外で医療に従事することは、どんなことが大変か? 

A: 体調管理が最も大事です。 

気候、食事、時差などが大きく異なる環境で安定したパフォーマンスを発揮するためには、なによ

り健康の土台が必要になります。 

例えば 2 年前、ベトナムに出張に行った時、デング熱にかかり、研究の一部に参加できなかった事

がありました。異国の地では受けられる医療サービスも異なるため、とても不安な夜を過ごしまし

た･･･。 
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−コロナ関連 

Q: コロナの中、医師を続けることに耐えられますか? 

残念ながらコロナ流行前に留学してしまい、アメリカでは医療行為を行っていないので、医療現場

の悲惨さについて、身を以て経験しているわけではありません。しかし、元同僚の医師や看護師な

どは、時折浴びせられる医療従事者への差別や、自身や家族に感染が及ぶリスクにも耐えながら、

日々最前線で治療にあたっています。まさにプロフェッショナリズムの精神で今の日本の医療現場

は成り立っていると言えるのではないでしょうか。 

 

Q:  コロナによる、コロナ以外の患者さんへの影響は? 

このパンデミック(感染症の世界的流行)により、例えばがん患者さんや、心臓病の患者さんなど、

多くの検査や手術が延期になっています。例えば、がんの手術は一般的に一分一秒を争って緊急に

手術をする訳ではなく、診断してから手術予定を組んで 1−2 ヶ月後などに行う事が多いです。しか

し、コロナの影響で入院ベッドや手術室が足りなくなり、院内感染でスタッフが不足したりして一

日にできる検査が少なくなってしまえば、がんの診断や治療が遅れ、進行して手遅れの状態になっ

てしまう可能性があります。 

この影響は現在｢超過死亡(コロナの影響で、例年よりも多くの患者さんが亡くなっている状態)｣と

言われており、現在研究が進んでいるところです9。 

 

Q:  コロナはだいたいどれくらいで収束すると思いますか? 

A:残念ながら私も専門的な知識をもっておらず、正確な事は申し上げられません。申し訳ありませ

ん。 

今月ハーバード大学に、米国のコロナ対策チームを率いているファウチ医師がバーチャル講演に来

てくれました。彼によれば、｢うまくいけば、アメリカでは 2021 年秋には集団免疫(皆がワクチン

 
9 国立感染症研究所｢我が国における超過死亡の推定 2020 年 11 月｣https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/493-

guidelines/9986-excess-mortality-20nov.html 
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を接種したりコロナから回復したりして免疫を獲得し、これ以上集団の中でコロナが拡がらなくな

ること)を達成できるかも｣と話していました。ただ、日本で同様のことが言えるかは、まだ分かり

ません。 

私が注目しているのは、日本国内における｢ワクチン接種をためらう人々(Vaccine Hesitancy)｣がどれ

だけいるか、という点です。アメリカでは、国民の 3−5 割が｢ワクチンを打たない、または打たな

いかもしれない｣とアンケートに回答していますし、最近の研究では、日本もワクチンに対する信頼

度が最も低い国に分類されてしまいました10。これは、2013 年に｢子宮頸がんワクチン｣というワク

チンで副反応の疑われる子どもたちがニュースで報道された事が、背景の一つにあるのではないか

と推定されています。ワクチンに対する国民の信頼度が低い場合は、せっかくワクチンが届いても

接種者が少ないために集団免疫を達成できないリスクがあります。 

 

 

Q:  日本のコロナ対応は医療従事者からみて、どこが良くてどこが悪かったと思いますか? 

科学的に正しいかどうかはデータが整っていない部分もあり議論が難しいので、以下は主観的なコ

メントになります。 

良かった点：保健所の技術や経験を活用して、クラスターアプローチ(感染者一人ひとりに聞き取り

を行い、いつ、どこで感染したかを推定し、大量の感染者が発生したと思われる場所を重点的に対

策する方法)を行った点は、世界の中でも日本に特徴的で、効果的な対応だったと思います。保健所

は全国に 469 箇所ありますが(令和 2 年現在)、このように感染症対策の訓練を受けたスタッフが全

国に整っている国は世界中でも珍しく、日本だからこそ可能だった対策とも言えます。 

 

悪かった点：デジタル技術の活用が不十分な点が気になっています。感染が始まった当時、患者さ

んの把握や保健所への報告は、紙や FAX を中心とした方法に頼っていたため、効率が悪く、ミスも

目立ちました。他にも、お隣の台湾では、マスクの配分をデジタル化して管理する事で、国民全員

 
10 de Figueiredo, A., Simas, C., Karafillakis, E., Paterson, P., & Larson, H. J. (2020). Mapping global trends in vaccine 

confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study. Lancet 

(London, England), 396(10255), 898–908. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0 
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が漏れなく安全にマスクを手に入れる事ができましたが11、日本ではそのようなシステムが存在せ

ず、買い占めやフリマアプリでの転売が起こってしまいました。 

 

−その他 

Q: 医療従事者としてチーム医療を行うために必要なこと、必要な人はどのようなものか?また、そ

のために高校や大学で身に付けておくとよいことはどんなことか? 

A: 異なる職種の方々と、よくコミュニケーションを取る事だと思います。 

医療現場では、患者さんの治療方針に対する最終決定権は全て医師が握っており、他の医療従事者

は、医師の許可なく処方、注射、リハビリなどを行う事ができません。他方、医師は患者さんの事

を全て把握している訳ではなく、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、ソーシ

ャルワーカーなど、様々なスタッフから多面的に患者さんの情報を得なければ、ベストな治療方針

を選択する事ができません。それぞれの専門性を尊重し、認め合いながら、一緒に働ける雰囲気を

積極的に作る事が必要です。 

前ページで述べた事と少し重なりますが、高校や大学では、異なる背景や価値観を持った人に話を

積極的に聞いたり、議論したりする習慣をつけると良いと思います。多職種への共感力を高める事

に繋がります。 

 

Q: 医師と他の医療関係者との関係はどのようなものか? 

理想的には、医師と医療従事者はお互い対等な関係で、患者さんのためにベストを尽くせるように

風通しの良い関係である事が良いと思います。しかしながら、前の質問で述べた通り、患者さんの

検査や治療を行うため、全て医師の最終決定を仰がなければならないことから、どうしても医師と

他の職種との間に上下関係が生じやすいのも事実です。世の中には高圧的で命令口調な医師もいる

一方で、誰にでも優しく話しやすい医師もいます。このバランス感覚は個々の医師によっても大き

いのですが･･･できれば医師になる皆さんは後者になって頂きたいと思います。チームとして患者さ

んのために頑張る仲間と認めあえれば、多くを学ぶ事ができるようになります。 

 
11 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03875/ 
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私も離島に赴任する前、薬剤師から服薬指導の方法について教わったり、理学療法士にリハビリの

方法を教わったりするなど、他の医療従事者の方々に沢山お世話になりました。 

 

Q:  医師と放射線技師が治療や診察などにおいて、どのように関わっているか? 

医師は、患者さんの容態に応じてレントゲン、CT、MRI などのオーダー(検査指示)を出し、放射線技

師はそのオーダーに従ってレントゲン室や CT 室で実際に撮影を行います。一般的に、医師と放射線

技師の間でコミュニケーションは発生する機会はあまりありません。しかし、放射線技師さんは検

査機器にとても詳しいので、時々オーダーの方法にアドバイスをもらう事があります。例えば、肺

の CT 撮影をオーダーした時に、｢こっちの方法で撮れば、もっと鮮明な画像が撮れますよ｣などとア

ドバイスを頂いて、実際にオーダーを変更する事もあり得ます。 

 

Q:  離島で唯一の医者としての責任感とは? 

｢お前のレベルが島の医療レベル｣ 

｢お前の後ろは太平洋｣ 

この 2 つの言葉は、島医者(離島唯一の医師の事を通称して呼んでいます)の育成を戦後 50 年以上に

渡って育成してきた沖縄県立中部病院で、歴代の先輩を通して伝わっている言葉です。離島では、

自分が怠けた分だけ患者さんが助かる可能性が下がりますし、逆もまた然りです。また、経験した

事のない症状であっても、自分が診察しなければ、他に誰も診察してくれる人はいません(文字通り

診療所の前には太平洋が広がっているだけで、助けてくれる上司や後輩はいないのです)。 

24 時間 365 日この言葉を胸に、緊急携帯を片手に過ごした 2 年間は、もっとも緊張感のある日々で

あり、またやりがいのある日々でした。 

 

Q： 私は工学部志望で、医療工学の分野に興味があります。実際、工学の分野との連携はあります

か 

A: はい、あります。｢医工連携｣と呼ばれる分野です。 

医療従事者は、普段診療をしながら｢こんな機械があったらいいな｣というニーズを常に抱えている

のですが、それを工学部の皆さんが叶えてくれます。CT や MRI などの画像診断装置、内視鏡(胃カ
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メラや大腸カメラ)、腹腔鏡手術(お腹を大きく切らずにカメラを入れながら手術を行う方法)、ロボ

ット手術など、これまで医療の発展に工学分野が貢献してきた例は枚挙に暇がありません。最近で

は工学の中でも計算機科学(いわゆるコンピュータ・サイエンス。機械学習や AI など)と医学の融合

が進んでおり、研究も盛んになっています。ぜひ、チャレンジしてみてください。私は国立国際医

療研究センターに勤めていた時、｢東京都医工連携 HUB 機構｣との仕事も少しだけお手伝いしていま

した。興味があれば HP などを覗いて見てください12。 

 

Q:  医療機器に助けられることはありますか?医療工学技士の印象を教えてください。 

A: はい、あります。臨床工学技士の方は大切なチーム医療の一員で、現代の医療には欠かせない

存在です。医療機器のスペシャリストで、医師の知らない多くの知識や経験を持っています。 

病院では、透析機器(慢性腎臓病の患者さんに対して、血液をきれいにしてくれる装置)や、人工心

肺(心臓外科の手術を行う際、一時的に心臓から血液を抜いて体の外で血液を循環させる装置)を扱

う事のできる頼もしい存在です(医師は人工心肺を操作する方法を習いません)。 

また、コロナの間は、人工呼吸器や ECMO(エクモと読みます。体外式膜型人工肺。肺の状態が悪い

患者さんの代わりに、一時的に肺の代わりを行ってくれるとても高度な知識と経験を要する医療機

器)の扱いにおいても活躍されていると思います。 

 

 

Q:  私は司法解剖士になりたいのですが、本当に医学部を受験すればいいのかわかっていません。

アドバイスをいただけないでしょうか? 

A: おそらくイエス、だと思います。 

司法解剖士という言葉は一般的ではなく、もしドラマの｢監察医 朝顔｣や｢アンナチュラル｣のよう

な、｢何らかの事件で亡くなった方を解剖し、死因を突き止める｣お仕事をご想像されているとした

ら(間違っていたらごめんなさい)、それらは｢法医学を専門にした医師｣を指します。東京や名古屋

などの大都市では｢監察医｣と呼ばれ、自治体に所属して専ら解剖業務を行いますが、法医学に関わ

 
12 https://ikou-hub.tokyo/ 
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る全国の殆どの医師は、大学医学部の法医学教室に所属して、地域の警察署と連携しながら同様の

業務を行っています。 

例えば、｢死亡の原因となった中毒物質を研究所で特定する検査｣であれば、薬学部や臨床検査技師

でも行う事ができます。大学の助手として、｢解剖補助｣を行うだけなら、医師でなくても可能で

す。しかし、解剖の主導や死因の特定は医師でないと行えません。従って、医学部を卒業して医師

免許が必要となります。 

長崎大学法医学教室のサイト13が高校生向けに法医学教室の説明をしており、理解の助けになるか

と思います(大学時代の同級生がここの法医学教室で働いています)。 

 
13 法医学の医師になろう！高校生の皆様へ https://www.med.nagasaki-u.ac.jp/legal-m/highschool/index.html 


