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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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ニュース・行事・話題
2020年度からの臨床研修について

病・病態として新たに定められる
○必修科が変更される。内科6ヶ月以上、救急3ヶ月
以上、地域医療1ヶ月以上から内科24週以上、救急
12週以上、地域医療4週以上と変更になるほか、精
神科4週以上、外科4週以上、小児科4週以上、産婦
人科4週以上が加わり、必修科の数と研修日数が増

平成30年7月に、2020年度からの臨床研修の大き
な変更について厚労省より通知がありました。現
在、2019年4月末の〆切までにプログラム変更申請

える
○評価表が統一様式となる
○研修評価については必ずしもEPOCを用いなくて
も良いが、「電子的方法による評価」を行うこととな

を行うべく、準備を進めています。
１．省令で通知された大きな変更点
○研修が月単位から週単位となる

る
○外来研修4週以上、が新たに研修の必修項目とし
て加わる

○症例レポート32部の提出がなくなり、症例等は全
てカルテの記載を確認することなる
○到達目標が大きく変更される

外来研修はブロック研修も他科研修中の平行研修も
可能だが、外来研修を行う診療科については総合診
療科、総合内科、内科、外科、小児科など傷病を広

○経験すべき症例が経験すべき症候、経験すべき疾

く扱う診療科又は地域医療研修先の外来で行うこと

この紙面からの無断転載・複写・引用等を禁じます
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と定められ、
「消化器内科」や「心臓外科」のような、
いわゆる臓器別診療科での外来は対象外となる

限が委譲される

○全研修期間を通して、感染対策
（院内感染や性感
染症等）
、予防医療
（予防接種等）
、虐待への対応、
社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プラ

２．鳥大病院の新プログラム
プログラム数は9個（従来の8プログラムに研究医
枠を加えた）、募集定員は従来の8プログラム44名に

ンニング
（ACP）、臨床病理検討会
（CPC）等、基本
的な診療において必要な分野・領域等に関する研修
を含むこと。また、診療領域・職種横断的なチーム

研究医枠1名を加え45名として申請。
今回の変更申請に併せ、研修希望者が少ない領域
を担当する医療機関、これまで研修医の受入実績が

（感染制御、緩和ケア、栄養サポート、認知症ケア、
退院支援等）の活動に参加することや、児童・思春
期精神科領域
（発達障害等）、薬剤耐性菌、ゲノム医
療等、社会的要請の強い分野・領域等に関する研修

ない、又は少ない医療機関について病院群の見直し
を行うこととした。
また、外来研修を行う場所の確
保するため、新たに2医療機関を

を含むことが求められる
○大学病院に対して、研究医枠
（原則1名）の設置が

追加する予定である。
詳細は鳥取大学医学部附属病院

義務化される
○研修医の定員は都道府県が管理することなり、権

ホームページに掲載の新プログラ
ムに関する情報をご確認下さい。

平成30年度マッチングの結果について
●医科
平成30年度の医科マッチングは9月21日に中間公
表、10月18日に最終公表が行われました。
本院は定員44名のうち、20名のマッチがあり、マッ
チング率は45.5％となりました。昨年が18名であっ
たことを考えると、横ばいと言えそうです。
また、昨年度から鳥取県臨床研修指定病院協議会
の一員として大阪で開催されているレジナビフェア
（合同説明会）
に参加をしています。鳥取県に興味を

れました。
定員5名のところ、2名のマッチとなっており、マッ
チング率は昨年度と同じく40％でした。歯科の臨床
研修は1年で医科と比べると短いのですが、濃密な
研修をしており、1人あたり年間500症例以上を担当
します。また、医科の研修医と一緒に昼食を取った
り、同じセミナーに出たりしながら仲良く研修をし
ています。
○臨床研修だけでなく、医師として働くその人を支
える鳥大病院
本院では臨床研修終了後に引き続き専門医研修を

お持ちの方はもちろん、県外の大学医学部へ進学さ
れた鳥取県出身者にも情報提供の場を設け、病院見
学、マッチングへと繋げたいと思っております。
医師会ご会員の皆様、並びに勤務医の皆様、ご家

受けることもでき、また結婚出産を迎えてもキャリ
アを継続できる仕組みがあります。育休復帰支援プ
ログラム、24時間保育所、病児保育、学童の放課後
預かり、夕食持ち帰りサービスなど多岐にわたりま

族やお知り合いに医学部へ進学された方がいらっ
しゃいましたら鳥大病院卒研センター HPをご紹介

す。心理カウンセラーも配置されており、相談も出
来ますし、プライベートに余裕ができて診療や研究

下さいますようお願いいたします。HPではレジナ
ビフェア参加情報などのほか、本院が開催している
学生対象の説明会、研修プログラムの説明、専門医
研修やレジデントハウスの情報などをご覧いただく
ことができます。

に打ち込みたいという人には、申請を行うと海外で
の研修経費を病院が負担してくれます。大学院へも
働きながら通うことが出来、博士号を取得すると処
遇面でも配慮がなされます。
卒後臨床研修センターもより良いプログラムを作
成、運用し、研修環境にも配慮しながら、研修医確

●歯科
平成30年度の歯科マッチングは10月23日に公表さ

保に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願
い申し上げます。
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平成31年卒後臨床研修センター
新年会
年明けの1月4日、研修医主催の卒後臨床研修セン
ター新年会をワシントンホテルにて開催させていた
だきました。普段は別々の科を回っており、なかな
か大勢で集まることが難しい研修医同士もこの日は
殆どの人が参加しました。また業務でお忙しい中、
日頃お世話になっている先生方にも多数ご参加いた
だき、70人近くが参加する盛大な会となりました。
普段院外でお会いする機会の少ない先生方とも、
新年会では病院ではあまりしない会話や、先生方の
時代の研修など、普段聞くことのできない貴重なお
話を伺うことができ、大変有意義な時間となりまし
た。今年度の2年目の研修医は3年目以降も大学に残
る人が多く、入局先の先生や関係のある先生方とも
飲み交わし、全体としても非常に盛り上がり、楽し
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い会となりました。
また今年も新年会の途中で例年恒例のビンゴ大会
を行いました。今回は
「ディズニー or USJのペアチ
ケット」、「ロボット型掃除機」、「松阪牛」などの豪
華賞品から「アイス用の銅製スプーン」など豪華では
ないですが、あっても困らないようなものまで色々
と用意していました。大体全体の3割程度の人がビ
ンゴになるよう、景品の数を用意していましたが、
第3内科の先生方は殆どの人がビンゴになり、さら
に今年第3内科に入局した研修医は6個目の数字でビ
ンゴになるなど、第3内科の強運ぶりに圧倒されま
した。ちなみに幹事は誰も当たりませんでした。
会のなかで新年に向けての挨拶を先生方にしてい
ただき、新しい年に向けて気持ちを新たにする良い
機会となりました。開催にご尽力くださいました、
卒後研修センターのスタッフの方々、お忙しい中ご
参加いただいた先生方、本当にありがとうございま
した。

ディズニー
取ったぞ～！

当たったー！
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平成30年度鳥取大学医学部附属病院卒後初期臨床研修修了式
平成31年3月27日、卒後臨床研修センターカンファレンスルームにて卒後初期臨床研修修了式を執り行いま
した。病院長より、医科27名、歯科1名の研修医に修了書が手渡されました。病院長・センター長から祝福と
激励を受け、総勢28名の研修医が卒後臨床研修センターを巣立っていきました。
修了式終了後には、平成30年度ベストレジデント賞および優秀指導医賞の授賞式が併せて行われました。
いつも研修医指導にご尽力いただき、優秀指導医賞の常連であった第二内科の三好先生が、今年度いっぱい
で大学病院を去られることとなりました。市中病院でも、臨床や教育でご活躍されることと思います。研修
医も4月からはそれぞれの道へ進みますが、中には市中病院で診療を開始する方もいます。鳥取大学の研修で
結ばれた縁が、これからもつながっていけば幸いです。

平成29年度医科研修医

＜ベストレジデント＞
平成30年度歯科研修医

原田祐貴先生

坂本憲生先生

荻原諒平先生

岡本亮先生
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研修医日誌
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鳥取大学医学部附属病院

研修医2年目 荻原

諒平

私は鳥取大学自由選択プログラムで2年間（鳥取大学で21ヶ月、鳥取県立中
央病院で2ヶ月、江尾診療所で1ヶ月）研修をしました。
研修が始まった頃は毎日知らないことばかりで不安で一杯でした。輸液や薬
の1つとっても何をどう使えば良いのか分からず、白衣のポケットにたくさん
のマニュアル本を入れて研修していました。採血などの手技の一つとっても、
患者さんにはポーカーフェイスを装いながらも、内心恐る恐る針を刺していま
した。失敗するたびに何度もシミュレーションセンターに通い、いつの間にかシミュレーションセ
ンターの常連客になるほどでした。しかし、指導医の先生や先輩、そして同期の研修医の支えもあっ
て、今では心に余裕を持って研修することができているように思います。患者さんの病態について
疑問に思うことがあれば、関連のある文献を探して読み、時には苦手な英語論文も読み、患者さん
1人1人を通して様々なことを学ばせていただくよう心がけています。
また、数多くのIC（informed consent）の場に同席できたことも非常に良い経験となりました。
特に忘れられないのは、悪性リンパ腫再発で入院された50歳代の男性患者さんに対するICです。
末梢血幹細胞移植後の悪性リンパ腫再発で予後はかなり厳しく、有効なサルベージ療法もほとんど
残ってない状況でした。そのような中で、当時の指導医より病状についてのICが行われ、患者さん
はご家族と一緒に涙ながらに話を聞かれておりました。そしてIC後に患者さんが、「ここまでやっ
て来られたのは先生におかげです。ありがとうございました。」と感謝の言葉を述べられた場面は
今でも心に残っています。自分もそのような医師でありたいと思うと同時に、がんの治療や研究に
携わりたいと思う契機となりました。
4月からは鳥取市内の市中病院で消化器内科として勤務します。今まで以上に忙しくなると思い
ますが、探究心、向上心、思いやりをモットーに日々の診療に励みたいと思います。

医局探訪

〜 形成外科 〜
形成外科 福岡

形成外科は、熱傷、悪性腫瘍切除後の再建、外傷、

晃平

増加しています。さらに高齢化に伴い褥瘡治療の需

瘢痕拘縮、難治性潰瘍、褥瘡、種々の先天奇形、良

要が高まってきています。これらの難治性創傷に対

性腫瘍などの種々の組織欠損や醜状変形を対象とし

して、形成外科は創傷管理・外科治療などで介入し、

て、整容的あるいは機能的な観点に基づいて治療す

複数の診療科、多職種と連携して包括的な医療を行っ

る外科系分野の一つです。鳥取大学医学部附属病院

ています。

形成外科は平成15年4月1日の開設以来、数少ない

研究においては、主に再生医療の分野を中心に、

山陰地方の形成外科施設として診療、教育、研究を

脂肪由来幹細胞を用いた乳房再建や下肢虚血の新し

行っています。

い治療法の開発を目的とした実験を行っています。

形成外科の手術分野は腫瘍の切除と再建を筆頭に、

新たな形成外科医育成のため、鳥取大学医学部附

褥瘡・難治性潰瘍、熱傷、ケロイド、先天異常から

属病院を基幹施設とした専門医取得プログラムを作

美容外科手術に至るまで多岐に渡ります。また形成

成しています。連携施設も多数登録されており、学

外科はマイクロサージャリーによる遊離皮弁移植術

びたい分野、身につけたい技術にあわせて、研修施

をはじめとする高度な再建手術を生かし、様々な診

設を選択できる柔軟なプログラムが作成できます。

療科との合同手術を行うことが多いことも特徴の一

平成30年には形成外科分野の大学院が新たに開設さ

つで、その数は年々増加しています。近年、糖尿病

れました。キャリアプランに合わせて大学院進学、

性足病変、末梢動脈疾患による下肢潰瘍の患者数が

学位取得ができるようサポートしています。
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形成外科は創を治すスペシャリストとして、あら

非常にやりがいのある診療分野となっています。形

ゆる創傷をより早く、より綺麗に治すことを目指し

成外科の手術に興味がある方は気軽にご相談くださ

ています。形成外科の役割や技術が広く知られるよ

い。

うになるにつれて形成外科医の需要は高まっており、

研修医今昔物語 〜私の研修医時代、そして今〜
感染症内科

中

本

成

紀

私は今でこそ感染症内科で働いておりますが、
もともとは第三内科（現、呼吸器・膠原病内科）に
平成9年に入局いたしました。平成9年といえば
ケータイもまだ一般的でなく、ほとんどの医師は
ポケベルで呼ばれていた時代です。Windowsが
95から97となり、ようやくネット環境も整い始め
た時期で、医局にインターネットがつながるよう
になったのもこの頃です。当時は画像一枚落とす
のに数分かかる始末で、文献検索も図書館のデー

用のカメラで撮影してフィル
ムにするといった具合ですの
で、今のように学会会場で手
直しなどできません。発表の
数日前には現像しておかなけ
ればならず、夜遅くまで指導
医に手伝ってもらい誤字など
ないよう慎重に作成していたものです。
あれから20年、ずいぶんと環境も変わりまし

タベースで探した雑誌をコピーするといった状況
でした。

た。電子カルテの作業の合間に同じ端末でネット
検索しながらパワポでプレゼン資料まで作れてし

そんな中、入局すると先輩から
「まずはパソコ
ンを買おうか」と言われました。1年目はその年の
秋の学会で症例発表するのが慣例で、その準備の
ためのパソコンを用意しなさいということです。

まう。ある意味恵まれた時代ですが、近年の個人
情報の扱いや倫理規定は非常に厳しく、それはそ
れで今の研修医の先生も大変なんだと思います。
これから20年先、今の研修医の先生方がこの原稿

当時の初任給ではまだ買えず夏になってようやく
ノートパソコンを購入したのですが、当時の医療

を書く頃にはいったいどんな時代になっているか
楽しみです。

系はMacが主流でした。OfficeはまだMacに対応
し て お ら ず、 今 は も う あ り ま せ ん がAldus
Persuasionという初心者には扱い難いソフトでス
ライドを作成していました。できたスライドは専

ちなみに私が研修医1年目、初めて学会で発表
したのが胸水貯留をきっかけに発見された硬膜外
膿瘍の症例で、現在の自分の仕事を暗示していた
ような気がします。
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平成３０年度 鳥取県臨床研修セミナー報告 ―君に“シマウマ”の謎は解けたか？―
平成31年2月15日（金）鳥取大学医学部講義実習棟
121講義室で、今年度の鳥取県臨床研修セミナーを

本セミナーの後には、鳥取県主催の研修医交流会
も続けて開催され、和やかに賑やかに意見交換がす

開催しました。
「君はシマウマの夢を見るか？―臨
床推論用語集」という興味深いタイトルのご講演を
松江赤十字病院長 大居慎治先生にしていただき、

すみました。

鳥取県の研修医54名と指導医・上級医10名が集まり
ました。5年次医学生も7名参加してくれました。
シマウマZebraと言えば、医学用語では○○（参
加 者 に は わ か り ま す ね？）と 同 義 だ そ う で す。
Common diseaseもrare diseaseも診断できる医師に
なるために知っておきたい診断プロセスについて、
たくさんの貴重な教えを実際の症例を交えながらわ
かりやすくお話いただきました。

施設紹介
昨年8月に職員食堂がオープンしお昼の
時間帯は多くの職員でにぎわっています。
価格は500 ～ 700円で、洋食中心ですが和
食も取り入れ幅広いメニューを取り揃えて
います。また、お弁当もあり、温かいまま
各部署への配達も行っています。とても利
用しやすい職員食堂を是非ご利用下さい！
週替わりカレーもあり、いろんなカレー
が楽しめます。スイーツやコーヒーもあり
ます。

〜 職員食堂オープン！ 〜

鳥大研修センターだより
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4月1日（月）

鳥取大学医学部附属病院医療系職員
合同オリエンテーション

8月22日（木） 2020年度研修歯科医採用第4回試験

4月2日（火）

研修医プレローテーション開始

8月中旬～下旬 鳥取県サマーセミナー

4月 6日（土） 第10回鳥大JMECC
（医科1年目研修医）

9月 5日（木） 医科マッチング希望順位登録受付開始

4月 8日（月） JMECCの振替休日
（医科1年目研修医）

9月10日（火） 歯科マッチング希望順位登録受付開始

4月10日（水）

鳥取大学医学部附属病院ホスピタリティ
研修

9月10日（火） 2020年度研修医採用第2回試験

4月11日（木） 研修科での研修開始
（1年目研修医）

9月20日（金） 医科マッチング中間公表

6月13日（木） 医科マッチング登録開始

9月20日（金）

6月18日（火） 歯科マッチング登録開始

9月26日（木） 2020年度研修医採用第3回試験

7月18日（木） 2020年度研修歯科医採用第1回試験

10月1日（火） 歯科マッチング希望順位登録〆切

7月23日（火） 歯科マッチング登録〆切

10月3日（木） 医科マッチング希望順位登録〆切

8月 1日（木） 医科マッチング登録〆切

10月

8月 1日（木） 2020年度研修歯科医採用第2回試験

10月17日（木） 医科マッチング最終公表

8月 8日（木） 2020年度研修歯科医採用第3回試験

10月22日（火） 歯科マッチング公表

8月19日（月） 2020年度研修医採用第1回試験

国立大学附属病院長会議医師臨床研修
協議会
（東北大）

病院機能評価受審
（3日間）
※日程未確定

※2019年度指導医講習会は12月14日（土）、15日（日）
を予定しております

今年度もあっという間に終わってしまいました。
（毎年同じことを書いています。
）今年度は、自分より
も年上の研修医も無事修了式を迎えました。寄る年波には勝てぬと感じる今日この頃ですが、研修医の皆
さんが元気に活躍することを願います。今後も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。
なお、この研修センターだよりは当院で研修を修了した先生方にも配布しています。勤務先や住所が変更になった場合は、
下記の連絡先までご一報ください。
（西村

玲）

jimsotsugo@ml.adm.tottori-u.ac.jp
http://sotsugo.med.tottori-u.ac.jp/
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