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鳥取大学医学部附属病院の経営状態は、様々な状
況を経て現在はとても良い状況にあります。一方で、
本院は大きな転換期に差し迫っているともいえま
す。高齢化が進み人口は減少し、日本の財政状況が
悪化するなかで、当然医療界にもそのような波が押
し寄せているからです。本院の戦略的マネジメント
を説明しますと、まずミッションという言葉があり
ます。この病院は何のために存在するかということ
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す。まずは経営です。経営的に成り立たないと20年
30年病院を存続させることは困難です。国からの補
助金は、ほとんど無くなりました。その中でこの組
織を自立した組織にしようと努力してきました。そ
の結果、国立大学病院の中で最も経営状態が安定し
ている病院と評価をされました。全国の私立を含め
た千数百ある病院の中でも4番目に位置します。た
だ経営状態がよいからということだけでは、ミッ
ションの達成にはなりません、いかにして高品質な
病院にしていくかという課題が残っています。
次には、ここから新しい情報を発信できる病院で
ありたいと考えています。いくつかのプロジェクト
がありますが、一番成功しているのが、低侵襲外科

です。それは高齢化し人口が減少していく山陰の中
で、なんとしても高度な医療機関を存続させていく
こと、これがミッションだと考えております。20年
30年後もこの地に、この大学病院が存続していくこ
とです。
次にビジョンという言葉があります。ミッション
を具体化していくためにどのようにしていったら良
いかということですが、これには三つの柱がありま
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センターです。皆さんご存じのロボットを使った手
術で、われわれ低侵襲外科センターに関わるものす
べての叡智を集結して作ったものです。画期的なこ

がっていく戦略です。ワークライフバランスにおい
て重視すべきことは、多様性、ダイバーシティとい
う視点です。職種や出身校や、年齢、国籍は関係あ

ととしては、大学病院の医局講座制、即ち教授を頂
点とした制度に風穴をあけてみんなが協力して一つ
の事をやっていこうとしている成果だと思っていま

りません。多様性を尊重する病院でありたいと考え
ています。皆さんがこれから仕事をしていく中で、
「それっておかしいじゃない」と思う事がたくさん

す。その結果、ロボット手術においては、本院が国
立大学の中で一番症例数が多く、低侵襲外科セン
ターの取り組みが「ロボット手術マニュアル」とし

あると思います。そういうことを、どんどん上司や
あるいは直接院長に、
「病院長のキャッチボール」
というシステムがありますので、意見していただく
ようお願いします。
病院に自らの情報を発信し、自ら病院を作ってい
く、自らがこの病院の主体となるという考え方を
もって活躍していただくよう期待しております。
また多くの医学生の皆さんが、夢と希望と誇りを
もって本院で医師としての第１歩を踏み出され、と
もに「自ら立ち上がる力」を培っていくことを期待
します。

て今年の4月に出版されました。これは鳥取大学医
学部附属病院創立以来のことであり、本院の取り組
みが日本の標準となっています。
もう一つ重要なことは、ワークライフバランスの
推進です。皆さんが、働きやすく、生き甲斐のある
職場にしていかなければならないと考えておりま
す。
ワークライフバランス支援センターを核に、
様々
な取り組みを前進させ、処遇改善にも取り組んでい
ます。それは三つ目の目標である人づくりにつな

ニュース・話題
米国指導医招聘セミナーについて
荻野

和秀

平成24年3月1日〜 3日の3日間、米国コロンビア
大学病院より血液腫瘍内科のDavid L Diuguid准教
授をお招きして、研修医の指導を行ってもらいまし
た。内容はDiuguid先生の専門領域である血液疾患
を中心に、症候や疾患のレクチャーやケースセッ
ションを行いました。Diuguid先生からは、血液の
専門的な疾患だけでなく、貧血や抗凝固薬といっ
た、すべての医師にとって重要なテーマも話してい

David L Diuguid准教授

ただきました。さらに研修医の先生も自身の症例を
パ ワ ー ポ イ ン ト で 発 表 し た り、 ベ ッ ド サ イ ド で
Diuguid先生と一緒に診察を行ったりしました。
Diuguid先生は研修医が提示した症例を見事に診断
したり、適切にコメントしたりと幅広い知識を披露
してくれました。また、初日の歓迎会と最終日の送
別会では勉強以外の様々な話題で盛り上がり、とて
も有意義な3日間だったと思います。今回の研修が、
将来専門医や指導医という立場になる研修医にとっ
て、世界に向かって大きく羽ばたく一歩となっても
らえれば幸いです。最後に、今回の研修にあたり多
大なるご指導とご協力いただいた第一内科、第二内
科、第三内科および血液内科の科長を初めとする指
導医の皆さんに厚く御礼申し上げます。

セミナーの様子
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症例発表した研修医とともに

症例発表した研修医とのディスカッション
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David 准教授への感謝を込めたさよならパーティー

平成23年度臨床研修修了証書授与式
荻野
3月28日
（水）
、平成23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挙行しま
した。今年度は、医科7名、歯科2名の研修医
の先生方が初期臨床研修を修了しました。授
与式において、北野病院長からひとりひとり
に修了証書が授与され、ベストレジデント賞
を2名（細田康平、藤井太平）の先生が受賞し
ました。引き続き優秀指導医賞として8名の
指導医の先生
（生越智文、平松俊紀、森實理

和秀

恵、中本成紀、松本慎吾、的野智光、浪花 潤、山
田武史）の授与を行いました。本院での研修経験を
生かし、これからも頑張ってほしいと思います。
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平成24年度オリエンテーション・プレローテーション、ホスピタリティ研修を開催
荻野

和秀

4月2日
（月）
、医学部記念講堂において平成24年度新採用職員オリエンテーションを開催しました。今年は、
初期研修医22名
（医科18名、歯科4名）が採用となりました。オリエンテーションでは、感染予防や診療対応に
ついてなどの説明をうけ、医療の大切さを学びました。さらに皆生温泉で一泊二日のホスピタリティ研修も
行いました。この研修は研修医だけで
なく看護師を始めとする全職種の新採
用職員と一緒に行い、接遇とともにこ
れから一緒に働く同僚と知り合い、よ
い仲間意識を持てた良い機会だったと
思います。清水センター長をはじめと
するセンター教員も夜遅くまで研修医
と語らいました。鳥取大学医学部附属
病院は雑誌の「頼りになる病院ランキ
ング」で、国立大学病院第1位、西日本
の病院第1位にランクされました。新
しい若い力を育成し、さらに信頼され
る病院になると信じています。

新採用職員オリエンテーションの様子

ホスピタリティ研修の様子
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平成２４年度から研修をスタートしました。よろしくお願いいたします。
新研修医の歓迎会を開催
4月17日
（火）
に卒後臨床研修センター教員、
各診療科の指導医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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中国四国地区医師臨床研修合同説明会参加
4月29日
（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、中本講師、研
修医2年目の友森あや医師、1年目の永原 蘭医師が
参加しました。全体の参加学生数は例年より少な
かったものの、鳥大ブースに鳥大や川崎医大の学生
が集まり、先輩からの経験談に基づく的確な説明に
熱心に質問をしていました。

大学病院人材養成機能強化事業
「山陰と阪神を結ぶ医療人養成プログラム」
新専任コーディネータ挨拶

す。そのストレスをいくらかでも和らげられるよ
う、微力ながらお手伝いできればと思っておりま
す。また研修センターのもうひとつの大きな役割と
して、新規の研修医の獲得というものがあります。

成紀

これまでは少々他人事の
ように臨んでおりました

平成24年4月より卒後臨床研修センター教員兼、
大学病院人材養成機能強化事業「山陰と阪神を結ぶ
医療人養成プログラム」の専任コーディネータに就
任いたしました中本成紀と申します。私は平成9年

が、これからはより積極
的に学生に働きかけ、多
くの学生が当院にマッチ
ングしてもらえるよう努

に鳥取大学医学部附属病院第3内科へ入局し、以後
10年以上にわたり呼吸器内科を中心に診療、研究を

めてまいりたいと思って
おります。

行ってまいりました。当然のことながら、私が研修
医であったころと比べ研修環境は大きく変化してお
ります。以前と比べ研修医としての立場が明確にな
り、処遇が改善された面も多々ありますが、課せら

また、平成20年より始
まった大学病院連携プロ
ジェクト
「山陰と阪神を
結ぶ医療人養成プログラ

れた課題も多く数カ月毎の新たな環境での研修は
様々な負担を感じながらのことではないかと思いま

ム」は当初の計画では本
年が最終年度となりま

卒後臨床研修センター講師

中本
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す。前任の植木賢先生から引き継いだ事業を滞りな
く遂行し、将来に繋げられるようにしたいと思って

だいておりますが、より多方面の先生方に利用して
いただき、来年度以降も継続して事業化して行けれ

おります。なお、本プロジェクトは卒後3年目以降
の医師を対象に医師のキャリアアップを推し進めて
いくことを主な目的としています。島根大学と神戸

ばと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
清水センター長、荻野副センター長をはじめ数多

大学、兵庫医科大学と共に多彩なプログラムを構築
しており、相互補完しながら認定医、専門医、医学
博士等の高度医療人を養成する様々な支援を行って

くのスタッフの方々がこれまで培われてきた当研修
センターが、より発展できるよう日々努めてまいる
所存でありますので今後ともよろしくお願い申し上

おります。これまでに多くの先生方に活用していた

げます。

医局探訪

〜 血液内科の巻 〜
血液内科

教授 本倉

徹

当院の血液内科を担当しているのは、現在、病態

本年4月には教授職に任ぜられました。私は、これま

解析医学講座臨床検査医学分野教授である科長の私

で実に数多くの教授の元で仕事をしております。尾

と、輸血部講師で統括医長の野村憲一、そして後期

形教授（内分泌）に始まり、浅野教授（血液）、藤田

研修医の細田譲のたった “三人” の医師と、事務補佐

教授（腎臓内分泌）、平井教授（血液）、永井教授（循

員の永本弘子の計四人です。

環器）
、黒川教授（血液）と東大時代には血液の教授

科長の本倉は岡山県高梁市の生まれです。昭和57

と他分野の教授とが交互に入れ替わりました。交代

年に東京大学を卒業しました。同大学附属病院で研

事由はそれぞれ、退官、異動、本院と分院の統合、

修後、国立王子病院への1年間の出向とハーバード大

急逝、新教授就任と様々ですが、すべて私のあずか

学マサチューセッツ総合病院内分泌部門（血液じゃ

り知らぬ事情によるものでした。そのせいか、臨床

なくて、内分泌？）への3年間の留学を除いて、東京

では幅広い見識を持っております。7人目となった本

大学に所属しておりました。東京大学で血液・腫瘍

学岡崎教授（血液）も昨年6月で異動され、4年足ら

内科教授が急逝した際（想定外です）には、診療科

ずのお付き合いでした。専門は、造血器腫瘍の分子

長を命ぜられ、60名前後の血液患者の診療の責務を

生物学です。留学中、細胞周期制御因子であるサイ

背負ったことがあります。2時間でチャートラウンド

クリンD1遺伝子を単離・解析し、世界に先駆けて

を済ませて、2時間で患者を診察して回ります。平成

Natureに報告しました。血液を専攻しながら、教授

19年に本学に赴任して4年目の４月、前教授が科長

の伝手でハーバードの内分泌部門に留学したのです

職を辞してから（これも想定外です）
、科長を拝命し、

が、副甲状腺腫瘍のがん遺伝子の研究で、悪性リン
パ腫（マントル細胞リンパ腫）の原因遺伝子に
たどり着いたのです。研究というのは、摩訶不
思議なものです。
統括医長の野村は姫路市生まれです。平成7年
に京都府立医科大学を卒業しました。同大学の
大学院を卒業したあと、府立医大の助手、学内
講師、京都府保健環境研究所、岩手医大の助手、
嘱託講師とさまざまな職場を渡り歩き、平成23
年1月に本学に赴任しました。専門は、造血器腫
瘍です。研究に関しては、腫瘍の染色体異常に
興味を持っています。臨床では、臨床感染症学
をメインにしています。薬物動態学の研究で、
2009年度の第2回臨床薬理研究財団研究大賞
を受賞しました。鳥取大学では、彼自身が岩手

本倉教授による研修医への講義

医大で樹立した細胞株を用いて、急性白血病の
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原因遺伝子を同定する研究を続けています。他人か

血液内科は大変そうと思われていますが、本当に

らの第一印象では、よく、
「恐そうだ」と言われるそ

そうです。怖さ見たさの方、ぜひいらしてください。

うですが、そんなことはありません。すれ違えば、

将来血液内科を希望しなくても大丈夫です。東京大

気軽に声をかけてやってください。

学と鳥取大学で診療科長を歴任した私が、マンツー

後期研修医の細田は、鳥大卒の3年目です。イケメ
ンですが、既婚者です。あしからず。

マンで指導します。東京大学に行っても決して経験
することのできない貴重な経験となるでしょう。

今後の予定
①

全職種合同説明会の開催
日時：平成24年7月7日
（土） 13：00 〜
場所：鳥取大学医学部附属病院外来棟・中央診療棟

②

平成25年度鳥取大学医学部附属病院初期臨床研修医採用のための面接試験日程について
第１回面接試験

日時：平成24年7月9日（月） 14：00 〜
場所：鳥取大学医学部アレスコ棟２階チュートリアル室
第２回面接試験 日時：平成24年8月10日
（金） 14：00 〜
場所：鳥取大学医学部アレスコ棟２階チュートリアル室
第３回面接試験 日時：平成24年9月26日
（水）
場所：鳥取大学医学部旧保健学科棟４階チュートリアル室

③

平成24年度第１回鳥取県臨床研修セミナー開催について
日時：平成24年9月21日
（金）
場所：鳥取大学医学部附属病院 会議室2
講師：藤田保健衛生大学救命救急センター副センター長／
総合救急内科 教授 山中 克郎 氏

④

平成24年度鳥取大学医学部附属病院指導医講習会開催について
日時：平成24年10月27日
（土）
〜 28日（日）
場所：鳥取大学医学部アレスコ棟

6年生のみなさんは、本格的に卒後の研修先について考える時期になってきたことと思います。当院で
も病院中枢部のご尽力により、より働きやすい学びやすい病院をめざして、様々なプロジェクトが推進さ
れています。病院の経営状態は全国トップクラスであり、母校に誇りをもって、ここで自己研鑚して下さい。どちらで卒後研
修されようとも
（当院で研修されることを心より願いますが）
、より優れた大学病院になるための推進力となってくれることを
期待しております。
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