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新病院長挨拶
「輝き続ける大学病院を目指して」
鳥取大学医学部附属病院長

北野

博也

このたび、病院長に就任
いたしました北野でござい
ます。
東日本大震災により被災
された皆様方に心よりお見
舞い申し上げますととも
に、今後、長期に亘る復興
支援に本院も最善の対応を
いたす所存です。今回、大
震災直後の就任となり、大学病院として地域社会に
おける安全安心は勿論のこと救急災害の拠点として
ソフト・ハード両面の強化を図り、想定される危機
対応を一層進めて参りたいと思います。
大学病院には本来の使命である教育、研究、そし
てホスピタリティに基づく医療に加え、地域社会へ
の貢献、国際化への対応が求められています。この
5本柱を軸に、ローカルとグローバルな視点で成果
を求めバランス良く舵取りできれば、日本の医療を
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変える芽が吹き出る可能性もあると考えています。
不確実性の時代、10年、20年先を見据え、次世代
に繋ぐ鳥大病院のあるべき姿を描くことは容易では
ありませんが、学生および研修医の皆様には、目先
のことだけでなく、
自分の将来像をしっかり描いて、
研修病院やプログラムを選んでほしいと思います。
本院の研修カリキュラムやシステムには地域医療機
関、医師会、鳥取県、本学部・附属病院が一体となっ
て山陰の医療を支える研修医を育てようとする熱い
思いが込められています。どうか1人でも多くの医
学生の皆様が本院で医師としての第１歩を踏み出さ
れることを期待しています。
「一緒に夢のある病院にしよう」と、鳥大病院で働
いていることに誇りを持てる病院にすることが私の
願いであり目標としているところです。今春も、本
院での臨床研修を終えた若い医師達がそれぞれの方
面へと羽ばたいていきました。医学及び医療の果た
すべき社会的役割を認識しつつ、人と和して社会か
ら必要とされる人材となるよう彼らの活躍を祈念い
たします。
本院で研修を受けたことを誇れるような病院に、
そして地域社会の皆様とともに「夢かなう」、
愛され、
信頼される大学病院をともに目指していきたいと思
います。皆様、今後ともよろしくお願い申し上げま
す。
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良き指導医として、それぞれの分野でさらに成長し
てほしいと願っています。授与式に続いて、22年度

ニュース・話題
平成22年度臨床研修修了証書授与式
荻野

和秀

3月28日
（月）
、平成22年度鳥取大学医学部附属病
院臨床研修修了証書授与式を行いました。18名の医
科研修医と1名の歯科研修医が初期臨床研修を無事
に修了しました。2年前に臨床研修を開始したのが
つい先日だったように思い出されま
す。この2年間で本当に成長しました。
これからは、一人前の医師としてまた

のベストレジデント賞および優秀指導医賞の発表が
あり、ベストレジデント賞を3名の研修医の先生（渡
部、花木、福間）、そして優秀指導医賞を9名の指導
医の先生（平松（救急災害科）、生越（救急災害科）、
建部（一外科）、山田（精神科）、金崎（放射線科）、山
崎（麻酔科）、出浦（女性診療科）、小松（眼科）、田原
（放射線科））が受賞されました。研修医の皆さん、
おめでとうございます。また指導医の皆さん、熱心
な御指導をありがとうございました。

研修医歓迎会開催
4月6日に清水新センター長を交えて、
新研修医の歓迎会を盛大に行いました。
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ホスピタリティ研修参加
平成23年度採用の研修医25人のうち、本院で研修をスタート
する医科12名と歯科2名の研修医14名が新採用の看護師、コメ
ディカル職員とともに、4月8〜9日の2日間開催されたホスピタ
リティ研修会に参加しました。

中国四国地区医師臨床研修病院合同説明会参加
5月1日岡山において、厚生労働省主催の中国四国地区医師臨床研修病院合同説明会が開催されました。本
院から荻野副センター長、研修医2年目の阿部純子医師、1年目の友森あや医師が参加しました。多くの学生
が鳥大ブースに集まり先輩からの経験談に基づく的確な説明に熱心な質問が相次ぎ大盛況の説明会でした。
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先生は一般臨床でのEBMの活用に関しては全国的

臨床研修セミナーの報告
荻野

和秀

①第5回鳥取県臨床研修セミナーの開催
3月9日に、東京北社会保険病院の名郷直樹先生を
お招きして、
臨床研修セミナーを開催しました。
テー
マは
「臨床現場でEBMを実践するコツ：勉強嫌いだ
からこそEBMを活用しよう」で、いかに論文を批判
的に読み解いていくかを、統計的な解釈を交えて詳
細にわかりやすく講義をしていただきました。名郷

②平成23年度第3回山陰臨床研修セミナー
5月13日
（金）
、弘前大学医学部附属病院総合診療
部の加藤寛之教授をお招きして、第3回山陰臨床研
修セミナーを開催しました。最初に、東日本大地震
の震災地である宮城県女川町で医療支援を行った研
修医の小谷美香先生に、震災地での医療活動につい
て報告してもらいました。テレビ・新聞・インター
ネットなどから伝わる情報とは違った、現地の惨
状、被災者の様子、避難所の実情、医療活動の実際
などがよく理解できて、とてもわかりやすいプレゼ
ンテーションでした。小谷先生にとっても、被災地

に有名な先生で、その日は研修医だけでなく、指導
医や学生の皆さんも多く参加し、内容もディスカッ
ションを交えながらの講演で退屈しない実践的なも
のでした。10年前に初めてPECOという言葉を知り
EBMの勉強を始めた私にとっても、よい復習とな
りました。研修センターでは各々の机にインター
ネットが利用できるパソコンが配置され、PubMed
でもUpToDateでも自由に使えます。今日の講義を
是非生かして今後の臨床研修に活用してもらいたい
と思います。

での医療活動というとても貴重な経験ができたと思
います。続いて、加藤先生に「ER診療のピットフォー
ル−研修医のためのトラブル防止法−」というテー
マで講演を行っていただきました。様々な症例を提
示しながら研修医の陥りやすい失敗を、ユーモアの
ある川柳を随所に交えながら、わかりやすく説明し
ていただきました。特に、患者や家族に対する精神
的配慮に関するお話は非常に印象深いものでした。
研修医の皆さんにとって実用的でためになるだけで
なく、とても心に残る講演だったと思います。
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ました。慣れ親しんだ母校を選択してもらった期待
に応えて、研修医の皆さんの指導にさらに熱く取り

平成22年度の鳥大医学部卒業生
マッチング先分析について
荻野

和秀

平成22年度は91名が鳥取大学医学部を卒業しまし
た。そのマッチング先を分析しましたのでご紹介し
ます。今年の鳥大卒業生で鳥取大学にマッチングし
た人は20名
（22.0%）
、
山陰の鳥大関連研修病院にマッ
チ ン グ し た 人 は21名
（23.1%）で、 合 計41名
（45.1%）
が、山陰地方に残留しました。その他の地域では山
陰を除く中四国10名（11.0%）、九州以南5名
（5.5%）、
関西14名
（15.4%）、中部以東19名（20.9%）
、アンマッ
チング2名
（2.2%）でした。約4人に1人が鳥大を、半
分近くの卒業生が山陰地方の研修病院を選んでくれ

東日本大震災の
医療救護班活動を終えて
2年目研修医

小谷

美香

鳥取大学医学部附属病院研修医2年目の小谷美香
です。研修医のみなさんお元気ですか？山陰労災病
院で一年間みっちり勉強させていただき、今年の4
月から新たに大学の救急災害科で研修をスタートし
ています。たくさんの先生方にご指導いただき、今
年もちょっとずつ成長できているかな…と思ってい
ます。
今回は、救急災害科研修中に経験させていただい
た東日本大震災の救護班活動について書いていきた
いと思います。今回の震災および津波で被害にあわ
れた多くの方々に心からお見舞い申し上げます。
平成23年3月11日、東日本大地震が発災し、救急
災害科でも鳥取DMAT、鳥取救護班派遣を行いま
した。鳥取救護班活動は鳥大病院・厚生病院・県立
中央病院の3病院がそれぞれ順番にスタッフを宮城
県牡鹿郡女川町に派遣し現地の避難所に3日間滞在
して、救護所業務、避難所巡回を行います。医師1
〜3名、看護師2名、薬剤師1名、事務員1名が1チー
ムとなります。私は平成23年4月18日から22日まで
鳥取救護班第7班として派遣していただきました。
第7班は医師2名
（うち、1名は私）
、看護師2名、薬剤
師1名、事務員1名の6名からなります。まず、鳥取
空港から羽田空港経由で山形空港へ飛びます。
翌日、
救護班本部のある宮城県石巻市の石巻赤十字病院へ
救急車、普通車で向かいます。見た目では分からな
いのですが、路面は割れていたり、段差があったり

組みたいと思います。また、6年生の皆さんはアン
マッチングにならないように注意してください。

平成２２年度医学部卒業生マッチング数
2人（2％）

20人
（22％）
48人
（53％）

12人
（13％）

鳥取大学医学部
附属病院
その他鳥取県内病院
島根県内病院
その他都道府県
アンマッチング

9人（10％）

平成２２年度卒業生：９１

で地震の影響がうかがえます。本部で受け付けを済
ませた後、女川町に向かいます。女川町はご存知の
方も多いと思いますが、宮城県東部に位置し、風光
明美なリアス式海岸で知られています。また東北電
力女川原子力発電所があり、東北地方に電力を供給
しています。今回の地震と大津波で町は壊滅的な被
害を受けました。女川町につくと、
強い潮の香りと、
崩れ落ちた建物、大破した車や打ち上げられた船が
目に飛び込んできました。それでも、事前の引き継
ぎで見せていただいていた写真より徐々に整理が進
んでいるように感じました。
救護所は女川体育館の本部兼避難所内に設けられ
ています。地元の医師1名とボランティアスタッフ
で救護活動が行われています。私たち鳥取班は救護
所内に宿泊し、2診や他の避難所巡回と夜間診療に
あたりました。日中の患者数は大分少なくなってお
り、高血圧などの慢性疾患や気管支炎が多かったで
す。特に、避難所の食事は塩分が多く、高血圧の増
悪を多く認めました。野菜はなかなか手に入らず慢
性的に摂取不足になっています。
現在、医療においては各種サービスの復旧ととも
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に機能を徐々に取り戻してきた町立病院への移行期
にありました。
保険診療も始まる予定になっており、
必要とされる救護班医療も変わってきているようで
した。鹿児島から来られた心のケアチームや保健師
さんによる心のケアもさらに需要が増すのではない
かと思います。
私も、3日間の救護班活動で診察を担当させていた
だいたり、避難所巡回で多くの避難者の方のお話を
聞いたりしました。
「現実を受け止め、前に進んでい

せていただきたいです。
研修医の派遣にあたり、北野院長並びに卒後臨床
研修センターの清水先生、荻野先生、多くの方々に
ご尽力いただき、本当に感謝しています。
また、機会を与えてくださった救急災害科の先生
方に心からお礼申し上げます。

かなければいけない」
「酒をやめろといわれるが、飲
まずにはいられない」
、
「娘のところに避難してもい
いが、生まれ育った町だから」…いろいろな方がお
られる避難所でいろいろなお話を聞きました。
救護班の3日間はあっという間に終わってしまい
ましたが、私はまた女川町に行きたいです。町が復
興していく姿を、私にできることをしながら応援さ

研修医今昔物語

〜私の研修医時代、そして今〜
脳神経小児科

私は昭和63年に本学を卒業し、学生のころから障
害児の医療を行いたいと考えていたため、迷わず脳
神経小児科に入局しました。小児神経疾患には、未
だに確定診断のつけられないものが多く、まして卒
業したての研修医には分らないことばかりでした。
神経診察の仕方と所見の考え方、検査値の読み方や
鑑別などなど、一つ一つ教科書や文献を読んで調べ
たことを思い出します。問題点を整理して自己学習
するチュートリアル教育そのものでした。当時は、
コンピュータによる文献検索ツールがありませんで
したので、関連雑誌をひとつずつ調べたり、英文雑
誌のカタログを、キーワードごとに調べるかしか方
法がありませんでしたので、たまに何時間も図書館
にこもって文献集めをしたりしていました。従っ
て、入院患者のプレゼンテーションの準備に朝方ま
でかかることもしばしばでした。主治医となってま
ず驚いたことは、主訴の表記を、患者あるいは保護
者の方が言われた言葉そのままに記載するように教
えられたことです。主訴を不用意に医学用語に置き
換えることは、患者の意図すること（困っているこ
と）を誤ることにつながるとの教えです。これは、
今でも続けています。また、先輩から教わったこと
でも鵜呑みにせず、必ず教科書で確認するように指
導されました。当時はまだ当院にMRIがなかったた
め、MRI撮影のために1日使って野島病院や島根大

准教授 前垣

義弘

学まで患者さんとJRで行っていました。子どもの
MRI撮影には、鎮静が必要なために主治医同伴でな
いとMRIがとってもらえなかったからです。採血や
脳波、神経生理検査もほとんど主治医がやっていま
した。レントゲン検査にも同行するように教えられ
ました。所見をその場で見て、必要なら取り直しや
追加指示するようにとの意図だと理解しました。他
科紹介の診察時にも、都合がつく場合には同行し、
診察所見や鑑別、治療方針などを直接うかがうよう
にしていました。某科の前教授の診察に同行し、所
見について質問したところ「そんなことも知らない
のか、授業で何を聞いていたのか」と叱責されたこ
ともありました。当時は、慢性疾患の方の精査入院
は2週間くらいが普通でしたので、患者さんや家族
とじっくり向き合える時代でした。このような研修
医生活で診察手技はもちろんのこと、疾患の考え
方、患者さんや家族との接し方などの基本を学びま
した。現在は検査法や治療法の進歩、求められる医
療の多様性のため、診療に要する時間は倍以上に
なっています。さらに効率性も求められるため、以
前に比べるととても余裕がないです。しかしそれで
も研修医のみなさんには、初期研修あるいは後期研
修で、じっくりと患者さんに浸ってみる、深く考え
てみるという時期をどこかで過ごしてほしいと思い
ます。
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医局探訪
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〜 頭頸部診療科群の巻 〜

今回は、耳鼻咽喉科頭頸部外科を紹介します。わ

いた音声の空気力学の研究、反回神経麻痺に対する

れわれの診療科群は、現在病院長を兼任している北

再生技術に関する基礎研究。睡眠時無呼吸ではデジ

野博也科長以下20名で診療を行っております。年間

タル顔面写真による上気道形態の検討。頭頸部腫瘍

の症例数、手術件数とも全国国立大学法人中ベスト3

では頭頸部癌における刷り込み遺伝子や癌抑制遺伝

に入っており、診療内容でも高い臨床力を誇ってい

子に関する研究、セラミドの扁平上皮癌に対する腫

ます。ご存じのように耳鼻咽喉科頭頸部外科は領域

瘍増殖抑制効果の検討、D2-40抗体染色を用いた食

が広いため、各専門分野が細分化され、それぞれの

道内リンパ管内皮密度の固体差に関する研究などが

分野で専門の医師が必要ですが当科では十分な指導

あります。

医がおり、どの領域でも満足した幅の広い研修が受
けられるのが特徴です。具体的には、鼻の分野では
鼻内視鏡手術件数は国立大学法人中最も多く、側頭

当科で研修を受ける利点としては、
1.

大学では複数主治医制で、一人の患者に主治医、

骨外科分野では聴神経腫瘍をはじめとする頭蓋底外

副主治医、担当医と複数の指導医が付くので充

科手術にも積極的に取り組んでおります。頭頸部腫

実した指導を受けることができます。指導医は

瘍の分野では2010年3月にChinese University of

各専門分野それぞれに全国的にも指導的な立場

Hong Kongと共同で、手術支援ロボットda Vinci

にある指導医がそろっており、希望する様々な

を使用した前胸部アプローチによる完全内視鏡下甲
状腺摘出術に成功しました。当病院でも今年8月に

分野で実力を伸ばすことができます。
2.

手術指導にも力を入れており、若手医師にも積

da Vinciが導入され、頭頸部外科分野での今後の内

極的に執刀していただいています。そのため、

視鏡手術が期待されております。嚥下の分野では嚥

やりたい手術の主治医を希望する者が多く、手

下改善術、誤嚥防止術の症例数は全国的にも多く、

術の技術を伸ばすことができます。

言語聴覚士、理学療法士と共同で治療を行っており

3.

初期臨床研修終了後は大学院進学、関連病院で

ます。無呼吸の分野では扁桃アデノイドの手術件数

の研修などを選択できます。関連病院は山陰地

も多く、終夜睡眠ポリグラフ検査など睡眠時無呼吸

方の基幹病院、四国、関西、関東まで幅広くあ

の診断治療にも力を入れております。学会活動は、

ります。また、当院は各学会の研修施設でもあり、

最近では気管食道科学会、環太平洋外科系学会を担

日本耳鼻咽喉科学会専門医、アレルギー専門医、

当し、今後も日本甲状腺外科学会、日本頭頸部癌学

気管食道学会専門医、睡眠学会認定医、頭頸部

会の主催を予定し、大きな全国学会、国際学会を担

がん専門医などの取得も可能で、さらなる専門

当しています。このように全国でもトップレベル、

性を高めることができます。

世界規模で活動を行っております。

4.

スポーツはゴルフを中心として行い、レクレー

耳鼻咽喉科頭頸部外科の魅力は、頭頸部腫瘍、感

ション、飲み会も多く、毎年、花見でのBBQ、

覚器（聴覚、平衡覚、嗅覚、味覚など）多くの脳神経、

年末の趣向を凝らせた鍋による仕事納め会を

コミュニケーション（音声、聴覚、言語）
、摂食嚥下、

行っております。

上気道炎症、アレルギー性疾患、外傷と領域が広く、
患者の年齢も小児から高齢者まで幅があります。ま
た、内科的治療、外科的治療と社会的需要が多く、
国民の生涯を通じて生活をサポートする重要な科と
いえます。
当科は臨床だけでなく、研究面においても多岐に
わたった研究テーマを持つことが可能です。現在の
研究内容としては、耳では内リンパ水腫発生機構の
解明。耳下腺では3テスラMRIを用いた耳下腺内顔面
神経の研究。鼻副鼻腔ではナビゲーションを用いた
高度内視鏡下副鼻腔手術。アレルギーでは機能性食
品による補完代替医療、急速減感作療法、鼻汁IgE、
唾液中分泌型IgAの研究。喉頭では高感度カメラを用
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医局内はいつも笑いがあり、医局員も皆、親しみ
やすい人ばかりで楽しい医局です。

すが、実は誰よりも患者や医局員のことを第一に考
えるやさしい人柄です。この楽しい医局で、全国へ、

教授は一見、体が大きく、ヤクザのような先生で

世界へ発信できる医療を一緒にやりましょう。

今後の予定
①

鳥取県臨床研修セミナーの開催について
福井大学の林寛之先生をお迎えして、鳥取大学臨床研修セミナーを開催します。林先生はNHK
BSの総合診療医ドクター Gに出演されるなど、非常に有名な指導医の先生です。多くの皆様の
ご参加をお待ちしています。
日時：平成23年7月26日
（火） 18:00 〜 20:00
場所：会議室2（鳥取大学医学部附属病院 第2中央診療棟2階）

②

鳥取大学医学部附属病院卒後初期・後期臨床研修合同説明会の開催について
日時：平成23年6月22日
（水） 17:00 〜 20：00
場所：国際ファミリープラザ ２階 ファミリーホール（米子市加茂町２丁目）
内容：第1部 鳥取大学医学部附属病院および関連基幹型病院等のプレゼンテーション
第2部 ブース形式での個別面談

③

マッチング登録期日のお知らせ
平成23年6月23日
（木） 参加登録開始
平成23年8月11日
（木） 参加登録締切
平成23年9月15日
（木） 希望順位登録受付開始

④

平成24年度初期臨床研修医採用面接試験日程のお知らせ
第1回 平成23年7月13日
（水） 14:00 〜（予定）
第2回 平成23年8月12日
（金） 14:00 〜（予定）
第3回 平成23年9月下旬頃
（詳細は卒後臨床研修センター HPをご覧下さい）
ホームページアドレス：http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/sotugo/

新年度第1号となる本号では、新たに就任された北野病院長からの熱いメッセージも寄せられ、充実し
た内容となりました。如何だったでしょうか？
医局内の役務交代に伴って４月から編集委員を引き継いだところ、
「次は先生の所が順番ですから」といきなり編集幹事を拝
命しました。歴代幹事の先生方のご尽力で編集システム自体はほぼ完成の域に達しており、チョンと乗っかるだけで良さそう
なのですが
（？？？）、研修医の先生方、そして本学の学生の皆さんにとって、この
「研修センターだより」が引き続き有意義な
情報提供の場となるように、地道に務めていきたいと考えています。

この紙面からの無断転載・複写・引用等を禁じます

