
日時：2013年7月15日　
場所：バンコック　Mahidol大学Siriraj	 病院
出席者:	 荒川哲男（研究科長）、大畑建治（国際交流委員会）、吉田憲之（学務
課）

Siriraj病院について
Siriraj病院はタイで最も古い病院であり、1888年にChulalongkorn王により設

立された。タイ国内最大最古の病院である。　Sirirajの名前は、病院ができる　
直前に死亡したSiriraj	 Kakutabhundu王子の名前に由来する。このSiriraj病院
をもとにMahidol大学が設立されたために、単独でSiriraj病院として有名であ
る。ベッド数２０００床、手術室は103部屋あり、国王の通院する病院としても
有名である。訪問時には国王が入院しており、病院には軍のSAITチームが警備し
ていた。

病院訪問
9時30分に病院に到着し、国際交流事務職員（女性）と国際交流担当副学部長

Prof.	 Dr.	 Chirayu	 Auewarakulの迎えを受けた。まず、二手に別れて内視鏡部門
と脳神経外科を各診療科のスタッフの案内で見学した。脳神経外科のSarun教授
は学会で不在であったが、私自身は3回この病院で手術したことがあり、スタッ
フとも既知の間柄であり、特に改めての視察は不要であった。荒川研究科長によ
ると、内視鏡部門には100本程度の内視鏡が使用され管理も充実しているとのこ
とで、最高の讃辞が与えられた。その後、学外のタイレストランにてUdom学部長
の招待による昼食会に招待された。その後、学内に移動し調印式を行った。

Mahidol大学Siriraj病院
との学部間協定調印

病院正面中庭
脳神経外科手術室

大畑建治



昼食
国際交流担当Ms. Chalotorn Olanprasert

調印式
調印式では、Udom学部長と荒川研究科長との挨拶で始まり、DVDによるSiriraj病

院の紹介、”Current Medical Education in Thailand “, “Current Education of 
Japan”のタイトルで、Prof. Prasit Watanapa病院長と大畑がpowerpoint を用いてそれ
ぞれ15分間のプレゼンを行い、協定書に調印を行った。毎年2名の学生を本学で受け入

会議の様子 調印



新病院訪問
｢政府からの支援が少ないために民営化”privatization”を目指して建てられた｣との
ことで、患者はすべてprivate patientsであり、その設備は素晴らしい。ショッピ
ングモールの中のホテルの様であった。Siriraj病院には政府の支援が不足である
とは思えないが、｢民営化によりSiriraj病院自身による運営｣を目指しているとの
ことで、第3者に口を挟ませないことが本意であった。

感想
すべての行程が流れるように準備されていた。
国際交流担当の事務職員が一環して付き添い、調印後の医学部内施設の案内は国
際交流担当副医学部長のProf. Dr. Chirayu Auewarakulが担当した。Prof. Dr. 

Chirayu Auewarakulは女性であり、流れるような会話力を持っており、国際交流
の適任者であった。現職の理由を尋ねたところ、Udom医学部長が学部長に就任し
た折に交流担当責任者に指名されたとのことであった。任期は4年で、本来は血液

学習室 病院内で、国際交流担当
Prof.Dr.	 Chirayu	 Auewarakul
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Schedule	  for	  Prof.	  Tetsuo	  Arakawa,	  	  

Dean	  of	  Osaka	  City	  University	  Graduate	  School	  of	  Medicine	  

on	  July	  15,	  2013	  

Time	   Activity	   Venue	  

11:00	  –	  11:30	   Visit	  Siriraj	  Endoscopy	  Center	  and	  Neurosurgery	  Section	   	  

11:45	  –	  13:00	   Lunch	  hosted	  by	  Siriraj	  Hospital	   	  

MOU	  ceremony	  	  
(MC: Prof.Dr.	  Chirayu	  Auewarakul)	  at	  Faculty	  board	  meeting	  room,	  Administration	  Building,	  2nd	  Floor)	  

13:15	  –	  13:25	  

• Welcome	  address	  by	  Clin.	  Prof.	  Udom	  Kachintorn,	  
Dean,	  Faculty	  of	  Medicine	  Siriraj	  Hospital,	  Mahidol	  
University	  

• Speech	  by	  Prof.	  Tetsuo	  Arakawa	  

	  

13:25	  –	  13:35	   • VCD	  Presentation	  of	  Faculty	  of	  Medicine	  Siriraj	  
Hospital	   	  

13:35	  –	  13:50	   • The	  Current	  Medical	  Education	  in	  Japan	   Prof.	  Kenji	  Ohata	  

13:50	  –	  14:10	   • The	  Current	  Medical	  Education	  in	  Thailand	   Prof.	  Udom	  Kachintorn	  

14:10	  –	  14:20	  

MOU	  signing	  ceremony	  between	  Osaka	  City	  University	  
Graduate	  School	  of	  Medicine	  and	  Faculty	  of	  	  Medicine	  Siriraj	  
Hospital 

• Token	  presentation	  

	  

14:20	  –	  14:50	   Discussion	  on	  future	  collaborative	  plans	   	  

15:00	  –	  15:30	   Visit	  Siriraj	  Piyamahrajkarun	  Hospital	   	  

15:30	  –	  16:45	   Thai	  massage	  at	  Center	  of	  Applied	  Thai	  Traditional	  Medicine	  	   	  

	  
Name	  of	  Delegates	  	  
	  
	   Name	   Position	  
1.	   Prof.	  Tetsuo	  Arakawa	  	   Dean	  of	  Osaka	  City	  University	  Graduate	  School	  of	  Medicine	  and	  Faculty	  of	  

Medicine	  
2.	   Prof.	  Kenji	  Ohata	   Associate	  Dean	  and	  Chairman	  of	  International	  Exchange	  Committee	  of	  Osaka	  

City	  University	  Graduate	  School	  of	  Medicine	  and	  Faculty	  of	  Medicine	  
3.	   Mr.	  Noriyuki	  Yoshida	   Chief	  Educational	  Affairs	  Department	  of	  Osaka	  City	  University	  Graduate	  

School	  of	  Medicine	  and	  Faculty	  of	  Medicine	  
	 	  
Faculty	  of	  Medicine	  Siriraj	  Hospital,	  Mahidol	  University,	  THAILAND	  
	  
	   Name	   Position	  
1.	   Clin.	  Prof.	  Udom	  Kachintorn	   Dean,	  Faculty	  of	  Medicine	  Siriraj	  Hospital	  
2.	   Prof.	  Prasit	  Watanapa	   Director,	  Siriraj	  Medical	  School	  
3.	   Prof.	  Dr.	  Chirayu	  Auewarakul	   Deputy	  Dean	  for	  International	  Relations	  
4.	   Asst.	  Prof.	  Rungnirand	  Praditsuwan	   Deputy	  Dean	  for	  Undergraduate	  Education	  
5.	   Prof.	  Suwannee	  Suraseranivongse	   Deputy	  Dean	  for	  Postgraduate	  Education	  
6.	   Prof.	  Dr.	  Ruengpung	  Sutthent	   Deputy	  Dean	  for	  Research	  
7.	   	   	  
8.	   	   	  
	  
Coordinator:	  	   	  
	  	   Ms.	  Chalotorn	  Olanprasert,	  	  Mobile:	  668-‐1-‐755-‐3010,	  Email:	  siiro@mahidol.ac.th	  
	   Division	  of	  International	  Relations,	  Faculty	  of	  Medicine	  Siriraj	  Hospital,	  Mahidol	  University	  
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