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鳥取大学医学部附属病院卒後初期臨床研修における研修理念
将来、医療現場のリーダーとしてふさわしい安全・安心で、
最高・最適な医療を提供できる優れた医療人となるために、
１．医師としての高い倫理性・道徳性を修得する。
２．常に患者および家族の立場に立ち、医療を実践する。
３．日常診療で頻繁に遭遇する病態・疾患に適切に対応できる基本的臨床能力（知識、技能、態度）
を修得する。
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ができます。
このようなことを書くと、「大学では偏った症例
一博

かつては多くの大学病院が研
究偏重主義で運営され、臨床を
軽視する姿勢が見受けられたの
は否めない事実です。しかし、
このような価値観は一掃されま
した。鳥大病院の現状を見てい
ただければわかるように、山陰
地方では本院でしか実施できな
い検査、治療が多くあり、山陰地方における医療の
最後の砦として位置付けられています。したがって

しか経験できないのではないか」という心配が頭を
もたげてくると思います。しかし、そんなことはあ
りません。多くの患者さんは、common diseaseを
合併しており、common diseaseへの対策も合わせ
て立てて行かなければ患者さんの診療はできませ
ん。我々は病気を診るのではなく患者さんを診なけ
ればいかないのですから。鳥大病院における診療で
は、common diseaseへの対策も必然的に経験しま
す。
ここまでに述べた “経験できること” も重要です
が、初期研修期間を含め医師として成長していく過
程で最も重視すべきことは “考えながら” 医療を実
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践できる能力を身に着けることです。

専門家が在籍しています。つまり、初期研修医の皆
さんが持つはずである多くの「なぜ？」について的

思考という要素を含まなければ、経験は意味を持ち
得ない（ジョン・デューイ）

確に答え、あるいは深く議論をし、皆さんの経験を
意味のあるものとし、考えながら医療を実践できる
医師に成長できる環境を用意しています。

どれだけ多くの患者さんを受け持とうとも、考えな
がら受け持たなければ、その経験は実力の向上には
結びつきません。鳥大病院には広範な分野にわたる

皆さんの将来像を大きく左右する初期研修期間を、
多くの人が鳥大病院のプログラムの中で過ごしてく
れることを期待しています。

副センター長就任挨拶

全身疾患や薬剤に関連して生じる皮疹の診療を通じ
て、院内・院外の様々な診療科・職種のスタッフ、

卒後臨床研修センター副センター長

山田

七子

平成25年9月1日付けで卒後臨
床研修センター副センター長を
拝命致しました 山田七子（や
まだ ななこ）です。“七” が
名前に付いた理由は複数ありま
すが、私が生まれるという知ら
せを受けた父親が病院に向かう
途中、カーラジオから流れてき
たのが ベートーベン 交響曲第7番（この曲は “の
だめ” で広く知られるようになりました）だったこ
とが決定打となったそうです。改めましてどうぞよ
ろしくお願いいたします。
平成4年に鳥取大学医学部を卒業し、同年鳥取大
学医学部皮膚科に入局、皮膚科を専門領域として鳥
取大学と関連病院で勤務してきました。皮膚科では

地域の関係者と連携する機会が多くあります。また、
平成24年4月から平成25年9月まで、ワークライフバ
ランス支援センター副センター長として、育児・介
護・キャリア支援などの人材育成に関わらせていた
だく機会もいただきました。
医学部卒業から現在まで、母校鳥取大学で臨床・
教育・研究の現場に関わらせていただく中で実感し
てきた、鳥取大学病院の強み―地域を支える病院で
あると同時に、国内外に開かれた最先端の医療を提
供している病院―を最大限に活かした研修ができる
よう、卒後臨床研修センター長以下スタッフと共に
円滑なセンター運営と研修の充実のために精進して
参りたいと思います。医師キャリアの最初の2年間
が確実に後期研修への基盤となるよう研修をサポー
トし、また、臨床医としても研修医の見本となれる
よう、心して研鑽を積んでいきたいと思います。
ご指導をよろしくお願いいたします。

鳥大研修センターだより

2015 年 3 月 ( 3 )

いくことの大切さを感じています。自分は決して研
修医のよいお手本とは言えませんが、当院にはお手

卒研教官就任挨拶
卒後臨床研修センター助教

西村

玲

平成26年8月1日付けで鳥取大
学卒後臨床研修センター教官を
拝命致しました西村と申しま
す。私が鳥取大学医学部を卒業
した平成14年には、現在の臨床
研修制度はまだ始まっていませ

本となる優秀な医師がたくさんいます。また当院は
地方の中核病院であり、3次救急や難病の患者さん
も集中しますし、大学病院なので研究に携わること
も可能です。きっと今後の医師としての人生の礎が
しっかりと築けるのではないかと思っています。当
院で研修医される方々がより充実した臨床研修を受
けられるようお手伝いができればと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

んでした。すぐに鳥取大学病院
小児科に入局し、小児科医とし
て研修を開始しました。振り返れば決して優秀とは
言えない研修医で、いつも上級医に叱られていまし
た。さらには研修医2年目で出産をし、余計に周囲
に迷惑をかける結果となりました。それでも周囲の
人々に助けられながら、何とか細々と小児科医を続
けさせてもらっています。日々の診療において医師
やスタッフ、患者さんとその家族との関わりから学
ぶことがたくさんあり、仕事のやりがいや、続けて

ニュース・話題
研修医の処遇改善について
総務課卒後臨床研修センター

卒後臨床研修センターでは、平成26年4月より、
研修医の救命救急センターにおける宿日直勤務及び
救急科研修時のシフト制勤務を導入いたしました。
このことにより、手当てが別途支給されるほか、
様々な診療分野の1次から3次救急にわたる患者さん
を研修医が診療する機会が増え、より多くの症例を
幅広く経験することができるようになりました。
全国の臨床研修病院の中でも、特に地方の臨床研
修病院が、研修医獲得のために大変高額な給与を支
給している現状があり、本院研修医の給与は国立大
学病院の中ではかなり上位に入る額ですが、山陰地
方の基幹型臨床研修病院（自ら研修医を募集する病
院）
の中では下位に留まっておりました。
今回手当を支給することで手取り額が格段に増額
でき、また経験症例も増え、処遇と研修内容の両方
が改善したと言えます。

また、遅ればせながら本院でも研修医用宿舎（レ
ジデントハウス）を用意することとなり、医学部附
属病院から徒歩10分程度の距離に新築物件を一棟借
り上げる予定で、平成27年10月の入居開始に向け準
備を進めています。
さらに、医学部と医学部附属病院が保有する多種
多様な医療シミュレーターを、シミュレーションセ
ンターが一元管理し、段階に応じて様々な機器を利
用していただくことが可能になりました。研修医の
ほか、学生や医師、医療系技術職員の技術向上をシ
ミュレーションセンターがバックアップしてくれま
す。
このほか、プレローテーションにおいては薬剤部
や検査部、リハビリテーション部などの診療施設部
での研修も実施しており、大学病院の提供する医療
が、多職種が織りなす総合力で成り立っていること
を肌で感じていただけると確信しています。
このように、私達は万全な研修環境を提供し、病
院全体で多角的に研修医養成を推進してまいりま
す。本院の研修医には、医師の基礎として必要なこ
とを幅広く、しっかりと身に付けていただきたいと
思っておりますので、学生さんのご応募とお問い合
わせをお待ちしております。
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鳥取大学医学部附属病院
研修医１年目 掛江

壮輔

こんにちは、平成26年度研修医1年目の掛江壮輔と申します。
研修医という立場になってから、もう1年間が過ぎようとしています。
私は自由選択プログラムを選択しており、1年目は大学病院にて内科や救
急科などの必修科や小児科や麻酔科などの選択必修科での研修をいたしまし
た。2年目は大学病院と米子医療センターで地域研修や自分の進路に沿った
希望科を自由に選択し研修させていただく予定となっています。
最初の半年間は病棟業務に関する知識が全くなくカルテの使い方、コンサルテーションの仕方、
診療情報提供書の書き方、カンファレンスでのプレゼンテーション方法など全てにおいて指導医
の先生に教えていただきました。また、当初は問診や病状説明など患者さんへの説明の際に何を
話していいか分からずおどおどと話したり、あらゆる処置の際に全く動けず、指示もできなかっ
たりしておりました。しかし、この約1年間に指導医の先生や医療スタッフ皆様のご指導ご鞭撻
頂き、以前より冷静に正確に、患者さんのことも考えながら仕事ができるようになってきたよう
に感じます。もちろん、まだまだ未熟で努力が足りない部分が多いですが、この1年間で大きく
成長できたように感じます。
大学病院の研修ではcommon diseaseを見る機会は市中病院に比べて少ないですが、その分難
治例や合併症の多い複雑な症例の経験をさせていただけます。そこで様々な病態に対する思考過
程を必要とし大変勉強になっております。その他にも、大学での授業で学んだ検査や治療など一
般的なものから専門性の高いものまで経験することができることも大学病院での研修の魅力の一
つだと感じます。
また大学病院での研修で感じることは、福利厚生がしっかりとしており、卒後臨床研修センター
の方々のサポートが非常に手厚いということです。困ったことがあればすぐ助けていただける卒
研センターのセンター長はじめスタッフの方々の存在は、充実した研修生活をおくる上で大きな
基盤となっています。
もう一つ、研修生活を充実して過ごせる理由としては、大学病院の研修医はもちろん、他の病
院から研修に来られる先生がたを含め、多くの先輩、同期、後輩と知り合い、お互い高め合って
いけるからだと思います。お互いの得意分野について質問し合ったり、研修医間で勉強会を開い
たりと精進するに良い機会をたくさん頂いております。たまに研修医室で息抜きしたり、冗談を
言い合ったり、定期的に飲み会を開いたりと有意義な時間を過ごすのも楽しみの一つとなってい
ます。
以上、拙い文章となってしまいましたが、今後も感謝の気持ちを忘れず、残りの研修医生活を
含め今後の医師生活を、仲間と共に切磋琢磨し、日々成長していきたいと思っています。
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〜 循環器・内分泌代謝内科の巻 〜
第一内科診療科群 小倉

一能

循環器・内分泌代謝内科を目指す皆さん！こんに
ちは。第一内科診療科群の統括医長の小倉一能と申
します。
私共の医局には、循環器内科は虚血グループ、不
整脈グループ、心不全・睡眠時無呼吸グループ、心
エコーグループの4グループに分かれております。内
分泌代謝内科は甲状腺、糖尿病疾患を中心に診療、
研究を行っております。
循環器疾患、特に虚血性心疾患は糖尿病などの生
活習慣病と密接な関連があります。また二次性高血
圧などの診断、治療において内分泌の知識が重要で
す。当科ではこれらの診療において相互に気軽に相
談することができます。このように一般内科医とし
ての修練が可能なことも当科の利点です。初期研修
医、後期研修医に関しては、グループの枠にとらわ
れず、疾患全般を経験することができ偏りの無い幅
広い研修をモットーとしております。複数主治医制
で多くの症例に広く深く関わることが可能で、勉強・
経験する機会を得ることができます。
担当症例は週１回の各カンファレンスで提示し検

アップが図れる職場・環境づくりを心がけています。

討を行います。自分で考察しプレゼンテーションを

漠然とした医師像を抱えた状態の学生の皆さんか

したうえで、他の医師と検討を行うことで、内科医・

ら、後期研修先を考えている初期研修医の方まで、

循環器医・内分泌医としての知識や多面的・多角的

どうでしょうか、一緒に楽しく、充実した研修しま

な考え方をトレーニングしています。現在の医療の

せんか？メリハリを大切にし、
イベント行事（飲み会、

現場において個人でできることは限界があり、チー

誕生会、スポーツなど）も多く、楽しい職場、笑顔

ム医療の一員、多職種による連携が意識できる医師

溢れる医局作りを医局員全員で目指しています。

づくりをサポートする体制を整えています。

興味のある方、また、循環器・内分泌、内科一般

現在、後期研修を当科で開始する割合は約半数で

に興味はあるけれど今後のことに不安があるという

ありますが、当科に至るまでの経緯は各々多様であ

ような方はお気軽にお問い合わせください。医局・

り、出身大学、初期研修病院、研修期間、男性女性、

病院見学は年間を通じて受け付けています。お待ち

入局・非入局を問わず、今そこにある自分の興味や、

しています。一緒に働きましょう！！

自らに生じた疑問点をあきらかに
することをモットーに、充実した
日々を送れることが当科の特徴と
思います。
循環器内科は学問、技術のみな
らず、当直・急患など体力的にも
「キツイ」と言われますが、現在
8人の女性医師（循環器内科は5
人）が在籍しております。女性医
師にとっては重要な結婚・出産後
の段階的な職場復帰、時間外勤務
への配慮等によって、家庭を持ち
ながら働きやすい、さらにスキル
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研修医今昔物語 〜私の研修医時代、そして今〜
整形外科 榎

田

誠

ご指名で今回
「私の研修医時代あたりのこと」を
書かせていただきます。たわいもない話なので途

ングジョージ（今は伯耆学園があるところ）でごち
そうしてくださり、夜は出前や飲みに連れて行っ

中で読むのをやめても良いです。私が医師という
仕事に就いて早いもので20年経過しました。年数
はそれなりに経過しても、さほど進歩がないなと

てくださったりと、とてもありがたかったことを
記憶しています。そして社会人たるもの、その自
覚を形として感じるのが初任給であるかと思いま

いうのが実感です。学生の頃、
某科の某教授が「私
はね、一発でわかるんです。ものの数秒どころで
はないです。1秒、いや0.5秒でしょう。その人の

す。いただいたら、まず何をしようか、両親に何
かプレゼントしようかなどと妄想しておりまし
た。しかしながら現実は甘くはなく、その額たる

病気を瞬時に判断できるんです！」とおっしゃっ
ているのを聞いたことがあります。そのころの名
だたる教授の中で、あそこまで強烈でインパクト
のあるお言葉を頂戴したことがなかったので鮮烈
に記憶しています。「ふ〜ん、すごいもんだ。教
授になるとそうなんだ。
」
と感心したものでした。
それはさておき、私の研修医のころの制度では、
スーパーローテート研修なるものはありませんで
した。ご存じの通り、大学の医局に入局する医師
が多数派をしめており、卒業前に入局する大学や
科を決定し、その科の教授に挨拶を済ませ、4月
に入るとすぐに医局で診療のお手伝いをさせても
らいながら勉強をする、というのが一般的で、私
もこの多数派でした。そんな私の研修医時代ごろ
の想い出のひとつに、医師になる直前の3月から
初任給が入るまでの数ヶ月間の日々の生活があり
ます。学生時代はアルバイトで生活費を稼いでお
り何とかやっておりましたが、卒業時にはもちろ

や11万円（引くことの何か）で、手取りは9万円
弱・・・。結局、引き続き周りの援助を受けなが
ら、ちょんぼしずつお返ししながら、がんばって
いたと思います（余裕が無く具体的にどうしたか
なんて覚えていません）。当時はどうしたものか
と困ったものですが、周りの支えはありがたいも
ので、なんとかやっていたようです。懐かしくな
ぜか楽しい記憶として残っています。特に私の脳
は、つらい記憶や悲しい記憶をはじめ自分にとっ
て都合の悪い記憶を徹底的に排除するようにでき
ているようで、「おまえはしあわせだわね」という
お言葉を当時准教授の現学長に頂戴したこともあ
りました。これも皮肉だったのかもしれません
が、褒め言葉として残っています。あほですね。
中途半端ですがこの辺でおしまいにさせてくださ

ん蓄えはありません。今の整形外科の医局でうろ
うろし始めた4月から7月までの間は、家賃を払え
ず、大家さんのご厚意で支払いを待っていただく
という恥ずかしいことをしておりました。確か6
月には電気が止められたような・・・。それでも
水は止められなかったのが不幸中の幸いでした
（水道代は未払いでも6 ヵ月は止められないとい
うことをなぜか知っていました。今はどこまで粘
れるのか知りませんが・・・）
。当然、日々の食
事代には相当困っておりました。事情を知った大
家さんには米をいただいたり、野菜をいただいた
り非常に良くしていただきました。また整形外科
の先輩方は、事情を知ってか知らずか、昼ご飯を
ヴィスタリア
（今はぞうの食卓があるところ）やキ

い。

鳥大研修センターだより

卒後臨床研修センター
鳥取大学医学部附属病院
初期・後期臨床研修合同説明会
平成27年2月23日 国際ファミリープラザで
「鳥取
大学医学部附属病院初期・後期臨床研修合同説明会」
を開催しました。
第一部では「鳥取大学医学部附属病院卒後初期臨
床研修プログラムの概要」
と題して、鳥取大学の8つ
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らもブースを出していただきました。
説明会には医学科5年生61名、4年生2名の参加が
ありました。
16時20分の開始から、少し時間を延長した19時20分
まで、熱心にまたにぎやかに面談や情報交換が行わ
れました。
（山田七子）

の研修プログラムについてプログラム責
任者がそれぞれ説明を行いました。
第二部では、各関連病院の研修説明が
あり、鳥取県立中央病院、鳥取赤十字病
院、山陰労災病院、松江市立病院、松江
赤十字病院、島根県立中央病院、米子医
療センター、津山中央病院、北野病院の
担当者による説明がありました。
第三部では関連病院、鳥取大の各医局
がブースを設置し、個別面談を行いまし
た。
関連病院では、
第二部の病院に加え、
鳥取県立厚生病院、浜田医療センターか
第一部、初期臨床研修プログラム説明

第三部、各ブースでの個別面談

鳥大研修センターだより
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平成２６年度
第１回鳥取県臨床研修セミナー

平成２６年度
第２回鳥取県臨床研修セミナー

平成27年1月22日
（木）鳥取大学医学部アレスコ棟
で、当院感染制御部千酌浩樹教授による「抗菌薬の

平成27年2月19日
（木）米子ワシントンプラザで、
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育

使い方」セミナーを開催しました。本セミナーでは
鳥取県東部の鳥取県立中央病院とのWeb中継も行
いました。

成講座 片岡仁美教授により
「実践！臨床推論」と題
してディスカッション形式のセミナーを開催しまし
た。リンパ節の触診など実技演習も組み込みながら

米子会場の参加者は26名
（5年次医学生4名、4年次
医学生1名、研修医17名を含む）
、鳥取会場は12名（研
修医7名、コメディカル5名）の合計38名の参加があ
りました。感染症の診断と抗菌薬の選択について、

臨床推論のセッションが行われ、参加者にはまんべ
んなくマイクが渡されましたが、皆しっかり自分の
意見を述べてくれました。
参加者は62名でした。

日常診療の中で感じる迷いや疑問に直結した内容の
講演をいただき、抗菌薬への理解を深めることがで

本セミナーの後には、立食式の鳥取県主催の研修
医交流会も続けて開催され、和やかな雰囲気で意見

きました。

交換がすすみました。
（山田七子）

今後の予定
①

平成28年度研修医採用試験日程
第１回：平成27年8月10日
（月）14時〜 17時
第２回：平成27年8月下旬〜 9月上旬
第３回：平成27年9月下旬〜 10月上旬
※第２回、第３回の試験日程は６月下旬に決定します。
前号より1年半空いてしまいましたが、なんとか今年度最初で最後の26号を発行することができまし
た。久しぶりのためやや内容が多くなっています。多くの方に鳥取大学での研修に興味を持っていただけ

るよう、来年度も充実した内容の研修センターだよりを発行していけたらと思います。

http://sotsugo.med.tottori-u.ac.jp/

この紙面からの無断転載・複写・引用等を禁じます

