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女性が受診しやすい病院です

協 同 病 院 の
特  集

4月1日 埼玉県がん診療指定病院に指定
埼玉協同病院は基本方針の柱の一つにがん診療の充
実の課題をあげています。がんは日本人の死因第一
位の疾患であり、地域の皆様にとっても大変重要な
関心事であろうと思います。私たちは、がん診療充
実のために、県知事が認可する「がん診療指定病院」
の指定取得に向けて丸2年がかりで取り組んできまし

た。化学療法の質と安全性の向上や、相談支援の仕
組みづくり、がん診療に関わる専門職の計画的な育
成、緩和ケア病棟の開設など、着実に実践を積み重ね、
今春無事に指定されました。職員一同、地域の住民
の皆様とも力を合わせて、より良いがん診療の実現
に向けて奮闘していく決意です。
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検診率60%の欧米諸国に比べ、30％
程度と低検診率の日本。川口市はさらに
低く、14.3%しかありません。乳腺外
科の金子医師が「一番の課題」と懸念す
る点です。
「乳がんを患う日本人は、2010年度
で12人に1人です。アメリカでは8人
に1人。検診率が上がれば発見される人
数が増えるということもありますが、食
生活などが変わってきたことも原因の一
つと考えられています」
検診には2種類あります。放射線を使

うマンモグラフィーと、超音波を使うエ
コー。前者は石灰化（乳腺の中にできる
カルシウムのかたまり）を発見しやすく、
後者はしこりを発見しやすい特徴があり
ます。検診について放射線技師の新島さ
んに尋ねました。
「毎年マンモグラフィーと超音波を受
けるのが一番いいですが、2年に1回ま
とめて検診か、誕生月などに毎年交互に
受けていただくのもいいと思います」

検診以外でも、こまめに自己チェック
してほしいと金子医師。「一番は、お風
呂でボディソープを付けた時に、のの字
を描くように表面をなでることです。奥
にあるしこりは布団の中でチェック。寝
た状態だと触れて分かることがあります
から」
ただし、必ずしも触診で見つけられる

とは限りません。胸が小さくても乳腺が
ぎっしり詰まっている人は、もともと
おっぱいが硬いため分かりにくいそうで
す。また、一般的には年齢が高くなるに
つれ乳腺が脂肪に変わっていきますが、
個人差があります。がん細胞のタイプや
場所によっても、触診のしやすさは変わ
ります。
「がん細胞の約7割は進行が遅いタイ
プですが、年齢に関わらず進行が早く広
がるタイプもあります。それでも乳がん
が女性の死因1位にならないのは、自分
で見つけられるということと、進行して
も治せる可能性が高いためです」
とはいえ、最もつらいのは子育て期に

治療が重なること。自分のためにもご家
族のためにも、早期発見・早期治療を是
非心がけてください。

乳がん発症リスクが高いのは、出産が
遅かった人、出産していない人、授乳経
験のない人、喫煙する人、アルコール摂
取量が多い人などです。
30代前後の女性は何かと忙しいもの。

既にお子さんがいる場合は尚更です。金
子先生は「マンモグラフィーが約10分、
エコーが約15分、着替えを合わせても
30分ちょっとです。その間待てるお子
さんなら、一緒に来られて構いませんよ」
協同病院ではデジタル式の最新機器を

導入し、技師の育成にも取り組んでいま
す。また今年度から経験豊富な乳腺専門
医である佐野宗明医師が着任したので、
乳腺診療のレベルアップを目指します。
ベテラン技師の新島さんは、その第一人
者。「しこりがはっきりしている場合は、
画像を見ただけですぐに分かります。経
験の差が現れるのは、良性か悪性かの判
断が画面から読み取りにくい時ですね。
医師との信頼関係やコミュニケーション
も大切です」
当院の検診では原則女性技師が対応し

ています。安心してお越し下さい。

がん検診
協同病院の

12人に1人が乳がんという事実
検診は、自分のために・家族のために
受けたほうがいいとは知っていてもなかなか検診にまで踏み切れない。忙しいから、少し
めんどう、私は大丈夫（なんとなく…）etc.　いま一歩病院へ行くのをためらいがちな私た
ち。外科の金子しおり医師と新島診療放射線技師に問題点や課題などを聞きました。

金子医師（外科）新島診療放射線技師

自己チェックはお風呂と布団で懸念の低検診率
こども連れでも大丈夫

乳がん
検診

【実施時期】
閉経前の人は、月経終了後1週間くらいの間に行う（排卵から
月経終了までは乳房が張るため）。閉経後の人は毎月、日にち
を決めて行うとよい。

自 己
チェック法

早期
発見 !

a鏡に向かい、腕を上げて、
乳房の変形や左右差がないか
をチェックする

c仰向けになって外側から内側
へ指を滑らせ、しこりの有無を
チェックする

b渦を描くように手を動
かして、指で乳房にしこり
がないかをチェックする
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「頸
けい
がんが見つかっても、初期であれ

ば出産後に治療することができますが、
進行がんの場合は原則出産をあきらめ
なければいけません。頸がんは、発症
年齢が下がる一方で出産年齢は上がっ
ています。検診を受けずに妊娠して初
めて頸がんと診断されることがありま
す。若い人にはとにかく早めに、ちゃ
んと検診を受けてほしいですね。とに
かく頸がん検診は20代から、と言いた
い」と芳賀医師は強調します。

子宮頸がんは外部から直接アプロー
チできるため細胞を取りやすく、判定
も標準化され、かなり正確に診断が可
能です。がんの前の段階の異形成から
診断できるので、検診さえ受けていれ
ば初期の段階で見つけて一部分だけ切
り取る手術で治せます。
では、もし子宮頸がんが進行してし

まったら、どうなるのでしょうか？

「がんが表面の上皮にとどまっている
初期を過ぎると、その下の層にがん組
織が入っていくので、不正出血を起こ
しやすくなります。手術が可能な場合、
子宮を摘出することになります。さら
に子宮より外に広がると、手術では取
れなくなるので放射線や抗がん剤を併
用することになります」
出産の有無や年齢に関わらず、20歳

を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を
受けてほしいという理由です。

40歳を過ぎたら、子宮体がん検診も
考える必要があります。近年は子宮頸
がんを上回る勢いで子宮体がんが増え
ています。
「体がんは、頸がんと違って初期でも
不正出血の症状が出ることが大半です。
特に閉経前後の不正出血が続く方は必
ず受診してほしいですね」と芳賀医師も
語気を強めます。
また、糖尿病や肥満、もともと生理

不順の方は発症確率が高いです。出産
経験のない方も危険因子と言われてい

ます。少しでも不安がある方は一度検
診を受けてください。

頸がん検診の確実性を高めるために
は、細胞診に加えHPV検査もお勧めで
す。子宮頸がんの原因であるヒトパピ
ローマウイルスを調べるのです。
金泉検査技師は、「私自身はいろいろ

な症例を見ていますので、2年に1回は
検診するべきだと考えています」ときっ
ぱり。細胞検査だけなら1年に1回、ウ
イルス検査も併用すれば2年に1回の検
診でほぼ初期段階での診断が可能です。
子宮頸がん検診を受ける女性が30%

20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を！
女性である限り子宮があるという事実
不正出血や痛みなどの初期症状がほとんどない子宮頸がん。中には妊娠して初めて発見され
る方もいらっしゃいます。最悪の場合、せっかく授かった命をあきらめざるを得なくなること
も。産婦人科の芳賀厚子医師は、だからこそ20代からの子宮頸がん検診を強く勧めています

芳賀医師（産婦人科）

金泉臨床検査技師（病理）

程度と低い日本。その背景に課題は潜ん
でいると芳賀医師は言います。
「検診に来られない理由はいくつかあ
ると思います。雇用条件や経済的な問題
などの社会的要因に加え、性に対する意
識の問題もあるのではないでしょうか。
アメリカでは8割強の方が受けていま
す。東南アジアの国でも日本よりずっと
高率に検診を受けている国もあります。
婦人科に行くのは恥ずかしいことではな
く、女性が性の主人公として、当たり前
に自分の体を大切にできるようになって
ほしいと思いますね。女性である限り、
子宮があるという事実からは逃れられま
せんから」

子宮体がん　妊娠時に胎児を育てる部分にできるがんです。卵胞
ホルモンという女性ホルモンの関わりが多く、肥満・未産・月経不順、
高血圧・糖尿病、近親者に乳がん・大腸がんを患った方がいること
も危険因子となります。不正性器出血は要注意です。

子宮頸がん　子宮がんのうち約7割程度を占めます。発送者のほ
とんどにヒトパピローマウィルス（HPV）感染が確認されています。発
症のピークが40～ 50歳代だったものが、近年20～ 30歳代の若い
層に増えてきており30歳代後半がピークとなっています

子宮頸
けい

がん

子宮体がん

妊娠前に子宮頸がん検診を

子宮体がんが急増中

2年に1回は検診を

頸がんが進行するのは
「もったいない」

と

子宮
頸がん

子宮
体がん

子宮子宮
がん検診協同病院の

がん
検診



北川　関係ないと思っていたんですが、友達が23歳
で乳がんになったんですよね。
新島　乳がん検診は市の集団検診で受けられるのが
40歳以上ですが、組合員検診や企業検診は30代から
やっているところが多いですね。
北川　本当は1年に1回とか、受けた方がいいんです
よね?
新島　エコーとマンモグラフィーを毎年交互に受ける
のもいいかもしれませんね。
伊藤　子宮がん検診は、市から集団検診のハガキが来
ていませんか?
北川　毎年、「また新しいの来たなぁ」ってスル～っ（笑）
富田　職場の検診で血液検査をしたらそこで貧血って
言われて。
伊藤　じわじわと貧血になっている場合は気がつかな
いんですよね。でも貧血の症状が出ると言われている

大腸がんは、女性の死因1位なんですよ。
北川　大腸がん検診って、ハードル高いですよね。
富田　検査の前に2リットル水を飲むとか、辛いよね。
新島　最初の検診は検便と問診だけなんですよ。
富田　どれもデリケートな部分だから、一歩を踏み出
すのが勇気要るよね…。
北川　子どもがいるとちょっとくらい心配なことが
あっても、そのうち治るだろうと思って病院には行か
ないです。何でもネットで検索して「はいはいなるほど、
じゃあ大丈夫」って良い方に解釈しちゃったりして。
北川　誰かと一緒だと行きやすいのかな。母親とか、
姉妹とか。
新島　女性は幾つになっても受けた方がいいですか
ら、親子で検診というのはいいですね。
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大腸

女性の死因ナンバーワンは、大腸がん!
安心して好きなことを楽しむ人生を
大腸がん検診は大変…と思われている方は多いことでしょう。しかし一次検査で行うのは、問診票の記入と、便の潜血検査だけ。
その際のちょっとしたポイントと精密検査の重要性を外科の井合哲医師に聞きました。

「便の提出日は、本当は無理に守らない方が
いいんです。全く痔がない人はいませんから、
無理矢理踏ん張れば出血の可能性は高い。ス
ルッと出た便を調べるのが一番です」出され
た中の約5％が要精密検査の方です。しかも、
協同病院ではそのうち18.2%しか再検査に至
りません。
「精密検査を受ける人が少ないのは、そも
そも検診の意味が理解されていないのではと
心配です」がんは、初期の段階であれば内視
鏡や腹腔鏡の手術で取り除くことができます。
入院期間も1週間程度。しかし、患者数は多
く、女性の死因1位の病気です。早期発見には、
要精密検査の場合に必ず受診することです。

死亡する人の数が増えているということは、

かかる人が増えているということです。発見
が遅れた人に特に多いのは、「痔だと思ってい
た」「貧血に気づかなかった」というケースで
す。自覚症状や自己判断はアテになりません。
そうした患者様には複雑な思いを抱くと言

うのは千葉保健師。
「貧血がひどくて動けないと受診されると、
なぜもう少し早くと悔しい思いがしますね。
恐らく女性は貧血状態に体が慣れてしまのだ
と思います」

外科では、痛みを伴うこともある精密検査
だからこそ、医師が患者様に親身に寄り添う
姿勢を大切にしています。
井合医師自身も、定期検査を欠かしません。

後輩たちの技術（痛み）を確認する意味もあり
ます。「安心して不摂生するための検査だ」と
笑います。
「患者様にも、後から大きなショックを受け
たり、ある日突然全てをなくしてしまわない
ためにも勇気を出して精密検査を受けてほし
いです。定期検診で安心して好きなことを楽
しむ人生を送ってほしいと思います」

井合医師がもうひとつ気がかりなことは患
者さんの状況です。「住宅ローンや学費の工面

に退職金や生命保険をあて、自分たちの老後
に何もない。昔は無料だった保険が今は3割。
高額療養費でも月10万円前後を何年間も。そ
れを負担しきれる方がどれくらいいるのか」
そして最後に「そうした状況を少しでも改

善するためにもわたしたちは腕を磨き、受診
率を高めていくことだ」とも。

一次健診の結果を生かしてほしい

自覚症状はアテにならない

勇気を出して精密検査を

医師にできることは

千葉保健師

井合医師（外科）

大腸
がん検診協同病院の

がん
検診

右から…　 富田 茜さん （医療生協組合員　わいわいサークル活動中）
北川 沙矢加さん （医療生協組合員　わいわいサークル活動中）
新島 正美さん （放射線技師）　伊藤 千晶さん （助産師）

患者

ナース対 談
＆
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効率よりも
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といっしょに
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当院では開設当初より誰でも立ち会えるアットホームなお産を目指
してきました。時代の流れもあり、感染予防などの点から現在は立
ち会いの制限はありますが、上の子立ち会いも復活し、夫や上の
子たちと赤ちゃんを迎えるご家族がほとんどです。また、2007年
からは帝王切開でも夫が手術室に立ち会え
るようになり好評です。赤ちゃん誕生の瞬
間、助産師として何度立ち会っても感動の
瞬間です。その瞬間を家族で味わってみま
せんか？

こちら　　　　　　です！
6/4川口アリオ1Fセンターコートで禁煙キャンペーン予定
ご家族や友人、職場の皆様で、たばこの害を考えてみませんか。
6/4川口アリオ1Fセンターコートで禁煙キャンペーン予定
ご家族や友人、職場の皆様で、たばこの害を考えてみませんか。

こちら　　　　　　です！こちら　　　　　　です！こちら　　　　　　です！こちら　　　　　　です！こちら　　　　　　です！HPH ※HPHは、健康増進を患者さま・地域・病院職員で
すすめていくWHO（世界保健機構）が推奨する国際的
な病院ネットワークです。

5月31日は、世界保健機関（WHO）
が制定した「世界禁煙デー」です。
埼玉協同病院で健診受診した方
の、健康保険ごとの喫煙率は、
国民健康保険14.1％、社会保険
被扶養者8.5％、協会健康保険
38.2％、土建国保39.3％です。
事業所や職種によっての違いが
あるので、事業所ごとの禁煙取り
組みの支援を行っています。また

外科外来と麻酔科外来では、術後
の合併症を軽減させるために、手
術を予定している方全員に、術前
に禁煙のアドバイスをさせてい
ただいています。産声学級でもた
ばこの害を訴え、胎児に与える影
響や恐ろしさ、新しい家族を迎え
るにあたって「煙の無い家庭づく
りを」とお話ししています。

①出産前からお産の流れや呼吸法を一緒に学んでおく
② いつでも病院に行けるようお酒は控えて、赤ちゃんのためにも禁煙を
③体調は万全に
④清潔で楽な服装を
⑤手洗い・消毒をしっかりと
⑥ 飲ませてあげる・汗を拭く・うちわであおぐ・腰をさするなどのサポートを
⑦手を握ったり、声をかけたりしてリラックスを促す
⑧思い出を残す（ビデオやカメラの準備は大丈夫？）
⑨ どんなふうに赤ちゃんを迎えたいのか、どんなふうに子育てをしてい
くのか、バースプランを一緒に考える

⑩ママは女王様、わがままを言っても、叫んでも受け止める

夫の立ち会い心得・役割10ヶ条

ママの思いを最優先に、最大限サポートしてあげましょう！

二児の母でありながら、外科専門医と
して毎週手術をこなす金子医師。「乳腺に
関してとにかく熱い」「気さくで相談しやす
い」と他職種のスタッフからも厚く信頼さ
れています。
性格について「結構サバサバしている」と

評するのは、放射線技師の新島正美さん。「人
付き合いが上手で、近隣の病院にも医師仲
間が多いようです。新しい治療方法を積極
的に学ぶ勉強熱心な先生ですので、私たち
メディカルスタッフも安心して働けます」
そんな金子医師の実直さが垣間見られる
のは、高齢な方に対する治療方針です。乳
がんは他の臓器に転移する可能性が比較的
少ないため、進行が遅い場合には治療を制
限して寿命に委ねることが珍しくありませ

ん。しかし金子医師は、本人やご家族とよ
く話し合った上で、「後々のケアが大変に
ならないように」と手術に踏み切ることも
あるといいます。
「患者様の年齢と状態だけでなく、状況
の見極めを大切にしています」と金子医師。
効率よりも患者様のQOL（生活の質）を優
先する、優しい眼差しがそこにはあります。

【プロフィール】
1998年秋田大学入学
2004年埼玉協同病院入職
2009年がん研有明病院研修
2010年埼玉県立がんセンター研修
【 認 定 資 格 】
日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医
日本がん治療認定機構がん治療認定医

患者さんのコメント

「他院で手術できないと言われて諦め
ていました。 乳がんが悪化し痛みに
耐えきれず受診しました。 経済的に
も不安があり、 痛みだけはとってもらい
たいとお願いしたところ『 きちんと治療し
ましょう』 と言われ手術することができま
した。」

 （ さいたま市在住60代女性
2014年11月手術 ）

指導者から D3病棟から

井合哲院長補佐：上司
外科専門医として、乳腺外科手術だけでなく
消化器外科の手術もこなすたいへん優秀な女
性外科医です。将来的には、乳腺外科専門医
の取得をして、乳腺外科で活躍頂くことはも
ちろんですが、埼玉協同病院の外来で女性外
来の開設を目指してほしいなど、より一層活
躍されることを期待しています。

福田看護長
乳がんでは自覚症状があっても、羞恥心や背
景に問題があって受診出来ない患者様もおら
れます。金子医師は女医として、このような
患者様に対し、手術だけでなく、完治に向け
た治療プログラムを乳がん看護認定看護師な
ど多職種と検討し、ご本人の意思を尊重した
治療を考え実践しています。

患者本意の
治療と実践将来の期待も大！
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虹の投書箱だより ニーズに合わせた食事の提供を

本日、健康診断で血圧が高めだと指摘されショックを受けました。運動不足と食べ過ぎで
しょうか。虹の森レストランはいつも利用しています。プレートランチのライスをほんの

少し量を減らしていただくようにお願いをしたところ、ほかにも同じように注文する人がいるこ
とがわかりました。いっそのこと、半プレートランチというのはどうでしょうか。野菜はそのまま、
メインの料理とライスを半分にするのです。

いつも、ご利用有難うございます。この度、「半プレートランチがあればいい」との
貴重な御意見、ありがとうございます。当店、虹の森レストランは、「埼玉県健康づ
くり協力店」に加盟しております。健康づくりのお手伝いとして、カロリー表示、塩
分表示、バランス定食（適切なカロリー、塩分、野菜の量の定食）の提供等、様々な
お手伝いをさせて頂いています。その一環として、ご飯の計量が必要な方には、全
てのメニューで計量をさせて頂いています。現在おかずの量の調整は行っていませ
んが、ご意見を参考に、前向きに検討させて頂きます。今後とも宜しくお願い致します。
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ご存じですか？

埼玉協同病院キャラクター
ココロ星にくらすココロ族

がん検診の質指標シリーズ
医療の質の改善
がん検診の質改善の指標は、厚生労働省や都道府県が設定してい

る指標があります。その中から、検診の精度の指標として要精検率
とがん発見率をとりあげます。
要精検率は、低すぎると見落としにつながり、高すぎると過剰診

療につながることから適正な範囲（上限）が設定されています。胃が
ん、大腸がん、肺がんの要精検率は埼玉県の目標11%、7%、3%（上
限）に対し26%、5%、1%です（図1）。昨年は胃の判定基準を改訂
しましたが、まだがん以外の病変も含まれています。がん発見率は
低め（図2）ですが、要精検と診断された方の受診率が20%と低い
割には高めの結果です。特に大腸がんは陽性反応的中度が1.9%と
目標値に達しており、多くのがんが未発見である可能性もあります。
乳がんは治療できなかった期間を考慮すると良好な成績といえそう
です。子宮頸がんは3月末までの判明0件ですが、子宮体がんが過
去10年間0.04%に対し0.12%と3倍でした。

Ｑ
2000年4月から施行された介護保険制度が今、大きな転換期を迎えようとしています。

“2025年問題”（＊）を約10年後に控え、2015年介護保険制度改悪、介護報酬改定がされます。

①予防給付の見直し⇒サービスの質の低下
　 要支援者の6割が利用している訪問介護、通所介護（デイサービス）を予防給付（介護保険）から切
り離し、市町村が実施する事業に移行されます。移行にあたり①サービスの質にかかわる基準を
国として一律に定めない②ボランティアを活用するなど非専門職によるサービス提供を可能とす
る等で、サービスの内容・水準が大幅に後退することが予測されます。

②特別養護老人ホームの入所要件見直し⇒入所制限
　 新規入所者は原則として要介護3から要介護5の方のみが対象となります。要介護1・2の方は
今まで以上に入所が困難になることが予測されます。

③利用者負担の見直し＝負担増
　 一定以上所得がある方（年金収入で単身280万円、夫婦359万円以上）のサービス利用者負担が1
割から2割へ引き上げられます。遺族・障害年金が収入として勘案されるようになります。また
預貯金が単身1000万円以下・夫婦2000万円以下、配偶者が非課税でないと減額証の取得が困
難となり、施設入所の費用負担が月額数万円増えることになります。

予防給付から総合給付事業へ

2015年介護報酬改定で、介護事業所の経営も非常な困難が予測されます。また、介護職員の

給与水準が低く、担い手が不足している現状もあります。介護を受ける権利が保障されるよう、

制度のあり方や税金の使い方を私たち一人ひとりが考える必要があります。

＊65歳以上の高齢者人口が30％を超え、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となること

●訪問看護
●訪問リハビリ
●福祉用具貸与
 …など

●訪問型サービス

●通所型サービス

●生活支援サービス

•多様な担い手による生活支援
•ミニデイなどの通いの場
•運動、栄養、口腔ケア等の教室
•介護事業所による訪問型・通所型サービス

•配食・見守り等

予防給付 市町村事業
新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス）

●通所介護
　（デイサービス）

●訪問介護

2017年度より全市町村で実施

法改定のポイント

切り離し

埼玉協同病院キャラクター
ココロ星にくらすココロ族
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嬉しい成長episode
天笠君
「お久しぶりです！」

平澤先生
「立派になって驚いた」

4月3日、TBS「ひ
るおび」に仁平医
師が出演しました

▶

埼玉協同病院で生まれ、小学4年生の時に1ヶ月間入院した天笠君。今年、長崎大学医学
部に合格し、民医連の奨学生となりました。入院当時担当したのは、小児科の平澤医師。天
笠君は高校の時に進路選択を考えたとき「医師という道が自然と頭に浮かんだ」と言います。
「入院していた時に、もう死ぬのかななどと考えたんですが、平澤先生が本当によくして
くださって安心できたのを覚えています」
高校生1日医師体験の参加者を対象にした「合格お祝い会」で、2人は9年ぶりの再会を果

たしました。そこに平澤医師が持参したのは、なんと、退院時に天笠君が「元気に走り回れる
ように」と願って書いてプレゼントした野球の絵。「覚えておられただけじゃなく、絵まで大
事に持っていてくださったなんてびっくりです」と天笠君。最高の合格祝いになったようです。
将来は埼玉協同病院の小児科医になり、こどもが心を開いてくれるような医師になりたい

そうです。その日を心待ちしたいと思います。

がん検診の重要性をお知らせしました
皆さんこんにちは、バージョンアップした「ふれあい」第2号は如何でしたか？　

今回はがん検診を取り上げました。ご存知のようにがんは日本人の死因第一位であ
り、今後も増えることが予想されます。罹患率だけでみれば、一生の内に2人に1人
はがんに罹ることがわかっています。「早く診断出来れば治ったはず…」のがんを1
つでも減らすことががん検診の目的だと私は考えています。
埼玉協同病院は、本年4月1日に、埼玉県がん診療指定病院の指定を受けました。

今後は、がん診療の質を一層向上させるよう、職員一同一生懸命取り組むつもりです
ので、どうか、皆さんも積極的にがん検診を受けて頂くよう宜しくお願い致します。

埼玉協同病院で小児科医になりたい！元患者様から奨学生が誕生！


