チーフサポーターとして

卒後臨床研修センター長 鬼形

和道

山﨑 拓 先生

岡田 祐介 先生

松尾 輝政 先生

当センターのスタッフは研修医を管理するマネージャーではなく、彼らが前傾姿勢で研修に臨めるよう支援す
るサポーターです。そのコンセプトは、Hospitality、Flexibility、そしてResponsibilityです。温かな気持ちで接
し、柔軟なプログラムを提供し、そして責任を持って研修修了に導きます。
初期臨床研修の2年間、研修医は大きなストレスに晒されます。研修医を直接指導する医師が集う「指導医会」
を定期開催し、研修医の皆さんにきめ細かな支援を提供致します。自分
自身を表現できる医師、すなわち将来の指導者あるいは教育者の側面
を持つ医師の育成を遂行する所存です。
「研修医の、研修医による、研修医のためのセンター」を目指して、彼
らの自立と自律を促してゆきます。さらに、研修医もメンバーに加えた
WG-Shimadaizmを通じ、魅力ある研修プログラムを作成してまいります。
Facebook等を通じて、センターのコンセプトを紹介しています。研修医
へのメッセージ（On and Off、スケジュール管理、メンタルヘルスなど）
や彼らの研修風景、そして早朝セミナー情報を発信致します。研修医の
皆さんだけでなく、彼らを見守ってくださる方々にも新たな風を感じてほ
しいと願っています。

地域医療政策学講座 廣瀬

病院内の研修に関わる方々の支援なしに良質の臨床研修は成り立ち

昌博

「地方と都会の大学連携ライフイノベーション」プログラムの目的は、地域包括ケアシステムの構築と医療従事者の養成が目

ません。どうぞ、研修医を、そして当センターをよろしくお願い致します。

的です。今年度は、医学部地域医療政策学講座が担当する「地域包括ケア人材養成コース（修士課程）」が始まり、
「医療管
理学」および「医療経営学」の講義が開始されます。本年度は昨年９月に開始されたトゥワイライトセミナーを拡充し、昨年
度実施の「医療経営セミナー」、
「臨床研究ワークショップ」、
「総合診療医養成に関するシンポジウム」を継続するととも
に、本年度文部科学省による中間評価が実施されることから、一般のみならず学内外の関係者の理解が得られるよう、３大
学連携を強化し、効率的効果的な活動を実施したいと考えています。

卒後臨床研修センター 副センター長 石橋
今回は、前回約束しました麻酔科専門医制度に
ついてお知らせします。
麻酔科専門医研修プログラムは他の科に先駆けて2015年4月
より始まっていますが、解説して頂くのは、皆さんもよくご存知
のICU 准教授 二階哲朗先生です。
麻酔科専門医とは 麻酔科関連の臨床、研究に関する十分な
知識と技量、医の倫理を有することを認定された麻酔科関連
業務に専従する医師。
研修期間 専攻医として、卒後臨床研修修了後4年間、日本
麻酔科学会が承認した研修プログラム（体制）が提供する研
修カリキュラム（研修課程）のもとで研修を行う必要がありま
す。島根大学では初期研修医期間で麻酔科学領域を選択した
場合、その期間も専攻医研修期間として加算されることから、
早期での専門医獲得が可能です。
研修内容 安全で質の高い周術期管理ができることを主目的
としていますが、手術麻酔のみならず周術期全体の管理、集中
治療管理、救急医療、ペインクリニック・緩和医療と幅広い研
修を行いながら麻酔科専門医の獲得が可能になっています。
麻酔科専門医獲得ののちには比較的短期間で、これらの領域
に関する専門医 取 得が目指せます。必 須 麻 酔 症例は 、小児
（6歳未満）麻酔25症例、帝王切開術麻酔10症例、心臓血管
手術麻酔25症例、胸部外科手術麻酔25症例、脳神経外科手

豊

術麻酔25症例となっています。
島根大学プログラム 島根 大学では小児から成人まで 急性
期医療全般の手術麻酔研修が可能です。さらに、手術麻酔だ
けではなく麻酔科関連領域を幅広く研修できます。集中治療
領域・救急領域は大学病院、県立中央病院、松江赤十字病院
で専門医指導のもとで研修可能です。小児領域はこども病院
（兵庫県立こども病院）や小児心臓手術領域の研修も可能で
す。決められた病院以外の研修も双方のプログラム間で承認
があれば研修可能です。ぜひ私たちと共に急性期医療を担っ
ていきましょう！充実した麻酔専攻医の日々が送れるプログラ
ムを必ず提供いたします。
プログラム全体については
http://www.anesth.or.jp/info/20130827.htmlを、
島根大学のプログラムについては
http://www.anesth.or.jp/student/kensyu-program/program115.pdf
をご参照ください。
研修プログラムにつきましてはプログラム参加後も家庭の事情
なども配慮し変更も可能になっています。お聞きになりたいこと
がございましたら、お気軽にご連絡ください。
島根大学医学部麻酔科学教室：0853-20-2295
メール:二階哲朗先生 masui-ka@med.shimane-u.ac.jp

（

）

岸本 晃司先生

●

呼吸器外科 准教授

●

出身大学名／長崎大学医学部

●

取得専門医名／外科専門医、
呼吸器外科専門医、日本呼吸器内視鏡学会専門医

行 事 の お 知らせ
開催日時

開催場所

4/ 1（水）〜

開催名

開催日時

5

4/10(金）15：00〜

平成27年度地域枠推薦等
新入生説明会・意見交換会

研修医セミナー
クリニカル
「救急セミナー 〜気道確保・人工
スキルアップセンター 呼吸器・超音波検査の実践〜」

6

4/10（金）17：30〜 クリニカルスキルアップセンター 院内BLS講習会
4/14（火）12：00〜 みらい棟2F地域医療交流サロン ランチョンセミナー(結城美佳先生）

地域医療セミナー(長谷川敏彦先生)

5/ 9(土)14：00〜 武志山荘

地域包括ケアシンポジウム(長谷川敏彦先生)

地域医療セミナー（平原佐斗司先生）

6/6（土）

看護学科棟1階

しまね研修ナビ

6/9（火）17：30〜

クリニカルスキルアップセンター 院内BLS講習会

7

6/18（木）〜8/6（木）

医師臨床研修マッチング参加登録

6/23（火）〜7/28（火）

歯科医師臨床研修マッチング参加登録

7/ 3 (金)18：00〜 みらい棟4Fギャラクシー 地域医療セミナー（齋藤稔哲先生）
クリニカルスキルアップセンター 縁結びセミナー

7/ 4（土）

7/14（火）17：30〜 クリニカルスキルアップセンター 院内BLS講習会

8

8/21（金）13：00〜 みらい棟4Fギャラクシー 夏季地域医療実習報告会

月

5/ 8 (金)18：00〜 看護学科棟N-11

月

5

6/3(水)18：00〜

月

4/20(月)18：00〜 みらい棟4Fギャラクシー 地域医療セミナー(飯島慶郎先生)

地域医療ワークショップ

みらい棟４Ｆギャラクシー

月

月

4

開催名

5/23（土）14：00〜 ニューウェルシティ出雲

4/ 2（木）18：00〜 みらい棟2F共通カンファレンス１ フレキシブル実習報告会
4/ 6 (月)17:00〜 附属病院食堂ラパン

開催場所

5/12（火）17：30〜 クリニカルスキルアップセンター 院内BLS講習会

月

オリエンテーション

5/12（火）12：00〜 みらい棟2F地域医療交流サロン ランチョンセミナー(金崎春彦先生)

8/21（金）17：30〜 クリニカルスキルアップセンター 院内BLS講習会

平成28年度採用 島根大学医学部附属病院 医科研修医選考試験日程
島大臨床研修プログラム及び新専門医制度に関
する説明会を開催します。多数ご参加ください。

面接試験
第１回

平成27年 7月18日（土） 平成27年 7月 8 日（水）必着

日時：平成２７年５月１日
（金）１７時３０分〜

第２回

平成27年 8月13日（木） 平成27年 8月 3 日（月）必着

第３回

平成27年 9月30日（水） 平成27年 9月16日（水）必着

場所：臨床大講堂

試

験

日

診療科等紹介コーナー

当科の
！
慢！
ここが自

循環器内科では、後期研修1年目に心臓

を体 験します。数年後に演 題 発 表する人

カテーテル検査・治療、心エコー、画像診断

や海外留学を希望する人が出てくることを

をローテーションしながら循環器全般のト

期待しています。

レーニングを行います。また内科医として

2014年4月入局の5人はESC（バルセロ

必要な感染症の勉強のために神戸大学感

ナ）、AHA（シカゴ）に派遣しました。2015

染 症内科（岩田健太郎教 授）で1か月間研

年4月から（後期研修2年目）は県内の関連

修します。海外の学会出席および施設 見

施設に出向し、地域で必要とされる循環器

学をしてもらい、自分たちが生きていく世界

内科医として活躍します。

介

当科の紹

手術部では10室の手術室を備え年間約

後の二次障害予防のため、術前から多職種

5000件の手術を行っています。医師、看護

でシミュレーションを行い、安全安楽で確

師をはじめ、臨床工学技士、診療放射線技

実な体位を目指して検討しています。病院

師、薬剤師、看護助手、外部委託職員など、

に入院される約半数の患者さんが手術室で

たくさんの職種が集まりコミュニケーション

の医療を経験すると言われています。皆さ

をとりながら、より安全で 質の高い医療を

んも手術室に来られたら疾患と手術だけに

目指して協力し合っています。

注目するのではなく、患者さんをやさしく迎

特に、複雑化する手術体位への対応と術

編集後記

えるための手術医療を学んでみませんか。

応募締め切り

