キャリア形成支援部門ニュース

目指すのは、オンリーワンの研修病院

日時
場所

青梅市立総合病院

平成23年 7月2日
（土）12：00〜15：30

副院長兼救命救急センター長 川上

大隅鹿屋病院
田村

正人 先生

内科部長

当院は、来年度から島根大学医学部附属病院
とのたすき掛けの協定を結びました。
しまね研修
ナビでは参加された皆様に十分な説明はできま
せんでした。是非一度見学に来ていただき、当
院の初期臨床研修に対する熱意を感じていただ
ければと思います。

島根大学医学部看護学科棟 1階

「オール島根で医師を育てよう」という思いで始まった

版レジナビは大変な盛会でした。島根県内 8 つの研修病院、
県外の研修協力病院（東京都・青梅市立総合病院、鹿児
島県・大隅鹿屋病院、広島県・県立広島病院）、後期研

Ｇコースの中で救命救急・集中治療
の研修を担当させていただくことになり、
今回ブースを開く機会をいただきました。
島根県の真摯な取り組みと、学生さ
んの真剣さに感銘を受け、
ギブ＆テイ
クで共に頑張りたいと感じました。

島根大学 腎臓内科
医科医員 花田 昌也 先生

しまね研修ナビに参加させていただきました。
普段なかなか研修医の先生や学生さんとゆっ
くり話をすることがなかったので、今回とてもよ
い機会になりました。これをきっかけに少しでも
多くの方が島根で研修していただければ幸い
です。

県外からの医学生も含め120名の参加で始まった島根

幸大 先生

当院は鹿児島県の大隅半島という交通ア
クセスもきわめて悪い地域の病院にも関わ
らず、多くの熱心な学生さんとお話する事
が出来ました。都会では無くても、良い研修
が出来ることを知って頂く機会となりました。

島根大学 第二内科
副医局長 三宅 達也 先生

「しまね研修ナビ」
、7月2日土曜日、島根大学で開催。

県立広島病院救命救急センター
山野上 敬夫 先生

センター長

しまね研修ナビにブースを出させていただきました。今回の対象で
ある6年生は将来進む診療科どころか研修病院を悩んでいるなかで、
当日は多くの学生が腎臓内科のブースを訪ねて来てくれました。今
回参加してくれた彼らの中の1人でも多くの人が島根で研修し、
さ
らに医師として腎臓内科をローテートしてくる日を楽しみにしています。

修のための各診療科がそれぞれにブースを開き、それぞ
れが個人面談。3 時間の枠ではおさまりきらず、終了時

【その他（自由記載）】

間を過ぎてからも面談を続けるブース、学生と医師が自

「しまね研修ナビ」に参加
してよかったですか。

由に語り合うドリンクコーナー、初期研修医が指導医と真

（「よくなかった」と答えられた
方のみ）よくなかった理由は。

無回答
12％

剣に語り合う診療科ブース、まさに「にぎわい」の一語。 母
校のぬくもり を感じ、 ホームグランドは島根にあり を心

よくなかった
11％

におさめてほしいと願って始まった「しまね研修ナビ」。も
っと早い時期にという声が多くありました。次回は、皆さ

無回答
35％
よかった
77％

んの声をしっかりと反映させて開催致します。

説明が
時間が長い わかりにくい
0％
17％

興味がない
22％
その他
（自由記載）
26％

平成23年度 マッチングスケジュールを下記のとおり、お知らせします

●消化器・総合外科 医科医員

●医師臨床研修

●出身大学名／島根大学医学部

※いずれも午後2時

平成23年 6 月23日（木） 参加登録開始（参加者、病院）
平成23年 8 月11日（木） 参加登録締切（参加者、病院）
平成23年 9 月15日（木） 希望順位登録受付開始（参加者、病院）

医科研修医選考試験日程
面接試験

試験日【応募締め切り】

第1回

平成23年7月23日（土）

平成23年 9 月29日（木） 希望順位登録中間公表前締切（参加者）
平成23年 9 月30日（金） 中間公表（参加者、病院）
平成23年10月13日（木） 希望順位登録最終締切（参加者、病院）
平成23年10月27日（木） 組み合わせ結果発表（参加者、病院）

●歯科医師臨床研修

第2回
第3回

平成23年 7 月26日（火） 参加登録締切（参加者、病院）

平成23年8月24日（水）
【平成23年8月１６日
（火）】

平成23年10月5日（水）
【平成23年9月２６日
（月）】

医科研修医選考試験（二次募集）日程

●取得専門医名／なし

私は高校卒業後、北里大学薬学部を卒業し、学士編入で島根大学医学部に入学しました。
出身は神奈川県ですが、学生時代にお世話になった先生や熱心に指導してくれる先生が
いたので、初期研修は島根大学で行おうと思いました。
研修開始当初は内科系に進もうと考えており、外科系は体力的にきつい、先生が怖いなど
マイナスなイメージがあり、研修で回るのもできれば避けたいと思っていました。私が研修医の時には外科研修 3 か月が必修で
あり、不安な気持ちで研修を始めました。ところが、意外と面白い！手術の視野の展開の仕方、自分がそれに加わり進めていく

試験日【応募締め切り】

こと、とても興味がわきました。外科に興味を持っても、自分にできるかどうか、将来どう働いていけばいいのかなど考えてしまう

二次

平成23年11月9日（水）

と、なかなか外科に踏み切れず、2 年目の後半は悩みながら研修をしていました。周りの先生や、外科の女性の先生に相談し

【平成23年11月4日
（金）】

歯科研修医選考試験日程

平成23年 9 月 6 日（火） 希望順位表登録開始（参加者、病院）

試験日【応募締め切り】

平成23年10月 4 日（火） 希望順位表登録締切（参加者、病院）

平成23年8月4日（木）

平成23年10月18日（火） マッチング結果発表（参加者、病院）

仁美 先生

面接試験
※いずれも午後2時

平成23年 6 月21日（火） 参加登録開始（参加者、病院）

【平成23年7月13日
（水）】

和氣

●現時点ですでに研修先を決定しているのでマッチングのパスワードを
もらう代わりに来たような感じだった。やるならもう少し時期が早い
方が良かった。
●分かりやすく説明していただきありがとうございました。
●地元に帰ると決めてしまっている人（自分も含めて）にとっては複雑な
気持ちでした。もっと早い時期（5月6月）にやる方がいいかとおもいま
した。7月は願書提出が始まるので。あと、IDとパスは早く欲しいです。
●地元に帰ることが決まっている人にとっては困惑する。
●7月よりもっと早い時期だと良い。
●島根に興味がある人はいいけど、県外に出ると決めている人にとって
はちょっと強制（パスやIDが貰えない）に思えて印象が良くない。
●ある程度の将来のイメージは形成されているため説明を聞きたいと
思えるところはなかった。無理に説明を聞こうとするとどうしても正
直に話せないところがあるため、将来像がある程度決まっている人は
説明自体が苦痛になりかねない。

【平成23年7月25日
（月）】

てもらったりして、最終的に外科に進むことに決めました。
入局して 3 か月ですが、とても楽しいです。わからないこと、困ることが多々ありますが先生たちがとても優しく、親身になって
指導してくれます。
外科研修が必修でなくなった今、回ってくる研修医が激減しています。外科手技はどの科に進んでも必要であると思います。
研修してみないとわからない楽しさもあると思います。気軽な気持ちで外科を回ってみませんか？一緒にがんばりましょう。

地域医療教育学講座
地域医療支援学講座
卒後臨床研修センター
地域医療教育研修センター
クリニカルスキルアップセンター
病院医学教育センター
全部門合同

しまね研修ナビ（マッチング説明及び県内臨床研修病院個別面談）
7/2（土）
（12：00〜6年生対象 看護学科棟１階）
研修医を対象としたＡＣＬＳ
（ＡＨＡ主催）7/2（土）
・7/3（日）
民間医局レジナビ7/3（日）
（大阪）
第１回卒後臨床研修センターセミナー 神戸大学 岩田健太郎先生7/6（水）
（18：30〜臨床大講堂)
地域医療支援学セミナー7/14（木）
（18：00〜看護学科棟）
民間医局レジナビ7/17（日）
（東京）
地域医療実習〜7/22まで
第1回目医科試験7/23（土）
（13：00〜看護学科棟1階）
第1水曜日15：00〜超音波検査基礎（看護学科棟402）
第2水曜日15：00〜心電図の基礎（看護学科棟402）
第3水曜日15：00〜血管穿刺（看護学科棟402）
第4水曜日15：00〜救急蘇生（看護学科棟501）
歯科試験8/4（木）
（１4：00〜第２会議室）
夏季地域医療実習8/8(月）〜12（金）
、8/16（火）〜19（金)
第2回目医科試験8/24（水）
（１4：00〜看護学科棟1階）
若手医師ステップアップ研修会（一部講師：隠岐島前病院 白石先生、二部講師：クリニ
カルスキルアップセンター 狩野先生）8/27（土）
（13：30〜ラピタウェディングパレス）
第1水曜日15：00〜超音波検査基礎（看護学科棟402）
第2水曜日15：00〜心電図の基礎（看護学科棟402）
第3水曜日15：00〜血管穿刺（看護学科棟402）
第4水曜日15：00〜救急蘇生（看護学科棟501）

4大学合同ＦＤ9/11（日）
ANAクラウンプラザホテル神戸
地域医療支援学セミナー9/15
（木）
18：00〜
マッチング希望順位登録開始
9/15（木）〜10/13（木）
マッチング中間発表9/30（金）
第3回目医科試験10/5（水）
（14：00〜第2会議室）
鑑別道場10/7（金）
（看護学科棟）
（講師：水戸協同病院 小林先生、河村先生）
臨床研修指導医講習会
10/8（土）〜10/10（月）
（看護学科棟）
地域医療支援学セミナー10/11（水）18：00〜
マッチング結果発表10/27（木）
第1水曜日15：00〜超音波検査基礎
（看護学科棟402）
第2水曜日15：00〜心電図の基礎
（看護学科棟402）
第3水曜日15：00〜血管穿刺
（看護学科棟402）
第4水曜日15：00〜救急蘇生
（看護学科棟501）

卒後臨床研修センターでは研修レベルの向上を目指してさまざまな取り組みを行っています。その中で、
学外からスーパードクターを招いての臨床研修セミナーは、初期臨床研修医のみでなく学生も含めて評判
の高いプログラムです。今年、第一回目のセミナーは、神戸大学感染症内科学教授の岩田健太郎先

生をお招きして講演をしていただきました。岩田先生は本学の出身（平成8年）であり、また若手医師向け
の多くの著書もあり、さらに感染症は系統的な学習の機会も少ないことから、非常に関心が高く122名とこれまでにない多くの人
に参加いただきました。軽妙でかつ要点を押さえた講演は、多くの参加者から高評価をいただきました。講演の前に、二人の研修
医から呈示いただいた症例に対しても専門家ならではコメントを頂き、感染症への新たなアプローチの仕方を教えていただきました。
今回の講演が非常に好評であったことから、来年以降の継続的な研修医向けセミナーへの参加に承諾を頂いております。秋には、
これまた好評であった福井大学の寺澤先生に、ERを主題にした講演をお願いしております。奮って参加をお願いいたします。

知性とかわいらしさを持つ、大人の女性の為のワードローブが
揃うショップです。オフィシャルなシーンでも重宝するアイテムや、
お出かけにピッタリな選りすぐりのア
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イテムをラインナップしています。
山陰では珍しいブランドもたくさん

←至広島

空間は、きっとリラックスしながら 楽しく過ごす時間を提供いたしま
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八剣伝

揃うショップです。喫茶スペースもあり、ゆっくりとお買い物が出きる
す。もちろんスタッフとの会話も盛り上がりますよ〜♪

原
ふ
と
ん
店

ト ス
ヨ ズ
タ キ
三刀屋
木次IC

MEZZA LUNA
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