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～医科・歯科初期臨床研修、後期臨床研修に関する院内のニュースをお伝えします～ 

 

平成 27 年度の臨床研修 ～マッチングの結果と採用予定研修医数を含めて～ 

臨床研修センター長（副院長）和田 秀一 

平成 27 年も 2 月に入りました。立春を迎えましたが、このところ大変寒い日が続いています。2 年目研修医は既に

今後の進路を決め、初期臨床研修最後の仕上げにかかっています。これから後期研修に入り、それぞれの診療を更に

厚みのあるものにして欲しいと思います。1 年目研修医は 3 月に研修医症例発表会を行う予定です。院外の指導医の

先生には、時間が許しましたら是非発表の場に来ていただければありがたく思います。 
昨年 10 月に平成 26 年度マッチングの結果が発表されました。当院の独自研修医の定員は平成 27 年 4 月より現在

の１学年 11 名から 13 名に増えました。マッチングではフルマッチすることが出来て、信州大学からの２名のたすき

掛けの研修医を含め合計 15 名が研修することになりました。また、歯科研修医も定員１名マッチしています。来年度

は 2 年目研修医がたすき掛けの 2 名を含めて 13 名いますので、医科・歯科合わせて研修医数は 29 名になります。大

変ありがたい結果と考えていますが、一方で研修の質を更に高いものにしなくてはいけませんので、我々臨床研修を

管理・担当するものにはよりしっかりとした対応が求められていると考えています。 
また、平成 25 年 1 月には NPO 法人卒後臨床研修評価機構の臨床研修評価を受け、4 年間の認定を受けました。今

年度は 2 年が経過したため同評価機構の更新書面審査を受け、認定時に指摘された問題点の改善がなされていると評 
価を受けましたが、シミュレーター研修・医療安全・EBM などには課題が多く残されている

と思っています。今後、市中病院での医学生教育も益々重みが増えてきます。当院では次世

代の医療人を育てるうえで、医学生教育も大切な分野と考えております。ご指導いただく先

生方におきましては今までにも増して更なるご理解とご協力、ご指導をお願いいたしたいと

思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

山中先生をお招きして 

「頭がくたくたになる診断推論カンファレンス」開催！！ 

講師：藤田保健衛生大学 救急総合内科教授（当時） 山中 克郎 先生 

 

平成 26 年 10 月 3 日に当院臨床研修センターと総合診療科の主催

で、主に研修医を対象とした診断推論の勉強会を開催しました。講師

に藤田保健衛生大学救急総合内科教授（当時）の山中克郎先生をお迎

えしました。 
山中先生は「ER の哲人」や「UCSF に学ぶ できる内科医への近

道」などの著書で知られ、「攻める問診」を駆使した診断推論を展開

し、メディアにもたびたび登場する有名な Generalist で、医学生・

研修医教育に対しても熱い情熱を傾けている先生です。学会で山中先

生の講演や診断推論カンファレンスを拝見し、当院の研修医にも先生 
のカンファレンスを経験してほしいと思い、面識も無いのに唐突にお願いしたところ、快く引き受けていただきまし

た。 
貴重な機会ですので、近隣の研修病院にも声をかけ、第 2 回北信研修医合同勉強会 AGONISTS を兼ねた勉強会と

しました。AGONISTS というのは、長野中央病院の研修医が考えてくれた名称で、All Generalist Open network of 



 
 

Nagano area Interesting Step up Training Seminar の略ですが、研修医の成長を後押しする（アゴニスト作用）と

いう意味を込めています。同年 5 月 19 日に長野中央病院において第 1 回の合同勉強会が開催されました。今回は 5
病院から約 30 名の研修医や指導医が参加してくれました。 
選りすぐりの 2 症例について、参加した研修医は数名ずつグループに分かれて、ディスカッションしながら診断を

探り当ててゆきました。一流の診断推論を目の当たりにする、日頃の研修の成果を試す、他院の研修医の実力を知る

など、様々な刺激と効果が得られたものと考えます。 
なお、山中先生は同年 12 月より諏訪中央病院に異動され、ひきつづき県内の研修医教育にご尽力いただけるとのこ

とであり、この勉強会が毎年の恒例になるようにしてゆきたいと思います。 
（総合診療科部長 金児泰明） 

 
平成 26 年 10 月 3 日、当院で「診断推論カンファレンス」

の勉強会が開催されました。長野市の他の病院の先生方も参

加され、講師として藤田保健衛生大学救急総合内科教授（当

時）の山中克郎先生が来て下さいました。山中先生は、NHK
の番組「総合診療医ドクターG」に何回も出演されている先

生です。カンファレンスでは、2 つの症例が示され、山中先

生の進行で診断推論の勉強をしました。 
当院でも、毎月第 2、4 月曜日は内科カンファレンスが、

第 3 月曜日には小児科カンファレンスが夕方開催されていま

す。主に研修医が経験した勉強になる興味深い症例を提示し  
ます。患者プロフィール、現病歴、身体所見、検査所見、経過・・・とスライドが進むごとに、参加者全員で、質

問し合ったり、鑑別となる疾患を挙げたりしながら、症例の本当の病態、病名に迫っていきます。 
山中先生の勉強会も主な流れは同じです。ただ、山中先生の勉強会の方が、当院で普段行われている勉強会よりも、

発言も多く、盛り上がりました。もちろん内容も充実しました。勉強会やカンファレンスなどでは、本当は意見や質

問があっても、やはりある程度自信がないと発言することはできません。しかし、山中先生は表情や口調がとても優

しいので、発言しやすかったように感じました。また、少々見当違いな発言をしても、それが建設的な意見になるよ

うにフォローしてくれました。勉強会やカンファレンスは、より多くの発言があって、より多くの人の知識や考え方

を共有することが一番勉強になります。発言しやすい雰囲気を感じました。 
当院の勉強会も毎月参加する度に新しい知識が得られ、とても充実しています。恐らく、山中先生の勉強会に負け

ない部分もあると思います。もっと発言が増えていけば、もっと良い勉強会になりそうです。そのために、できるだ

け多く参加して雰囲気に慣れることや少しでも自信を持てるように知識を増やすことを頑張りたいと思います。少し

ずつ発言が増えていけば、勉強会全体が盛り上がって、より発言しやすい雰囲気が生まれると思います。 
（2 年次研修医 柳沢直恵） 

  

◆地域医療研修報告◆ 

飯綱病院研修 2014.10.14～10.18  初期研修医 2年次 榑沼大平  

私が地域医療研修をさせていただいた飯綱町立飯綱病院は、長野県上水内郡飯綱町に位

置した地域密着型の病院です。病床数は全 161 床ですが、急性期病院とは異なり、そのう

ちの約 3 分の 1 の 51 床は療養型病床でした。療養型病床とは、看護と介護を提供しリハ

ビリなどの機能訓練を行いながら日常生活の向上を目標とした病床です。周辺地域に住ん

でいるのは御高齢の方が多く、しかも、一人暮らしや二人暮らしの高齢者が多いことから、

その地域にあった病院の形なのだと考えられます。 

飯綱病院は、外来や手術以外に訪問診療といった通院が困難な患者さんのところに出向

いての診察も行っており同行させていただきました。自宅療養が困難な状況になった時に 

は、そのまま病院に入院させ治療を行うといった場面にも遭遇し、地域密着型の病院というのを強く感じました。長

野赤十字病院は急性期病院なので療養型病床もなければ、訪問診療もありません。飯綱病院で研修したことで、地域

の病院とその地域に住み医療を必要としている方々との関係を学ぶことができました。長野県は全国の中でも高齢者

の割合が高い県なので、急性期病院も必要ですが、飯綱病院のような地域密着型の病院も大切だと学びました。 



 
 

 

鬼無里診療所研修 2014.10.20～11.8 初期研修医 2 年次 小池 渉

『地域医療の現実〜鬼無里診療所での研修を通して〜』 

 地域医療の研修として鬼無里診療所で研修をさせていただきました。3 週間滞在

しましたが、驚きと戸惑いの 3 週間でした。コンビニなんて当然ありませんが、ス

ーパーですらまともになく、私が仕事を終える時間には閉店していました。どうし

てもコンビニに行きたくて片道 12kmかけて小川村のコンビニまで行った日もあり

ました。 
 そんな地域の状況とは裏腹に診療所を始めとして医療や福祉に

関しては自分の予想以上に充実していました。診療所ではレント

ゲンや血液検査などは全般でき、それ以外にエコーや上部消化管

内視鏡もできました。さらに地域には２つのグループホーム、そ

の他複数のデイサービスもあり、この規模の集落の割に充実して

いる医療、福祉に感銘を受けました。しかし、実際に施設を見学

してみると、職員の方々がすでに年金をもらっているか、ないし

それに近い年齢に達しており、職員の方々が利用者の方々の年齢

になったとき、これらの施設はどうなっているのか、と疑問に思

いました。また、年々子供は減少しており、さらには 70 代より  

80 代が多い現実をみて、現在これだけ充実していても近い将来にこれらの施設が同様に存在しているのか疑問に感じ

ました。 
 おそらく、全国には鬼無里と同様の集落はまだまだあると思います。今後、利用者が減り存在すら危ういものを現

在よりも発展させる必要があるのか……。おそらく、これが地域医療の問題点の本質ではないかと感じました。少し

地域にも目を向ける必要があると感じた 3 週間でした。 

 

平成 26 年度 2年次症例発表会＊1月 22 日（木）第一研修ホールにて開催＊ 

医師臨床研修プログラム責任者 天野芳郎先生より講評 

去る 1 月 22 日に本年度の 2 年次研修医症例発表会が行われました。2 年次の研修医は 9 名ですが、新婚旅行中の榑

沼先生と、子どもを出産後間もない柴崎先生を除く、7 人の発表でした。いずれの演題も、珍しい症例で、しっかり

した内容の発表でした。それぞれの研修医の先生の努力に敬意を表するとともに、おそらくは忙しい診療の後、夜や

休日を使って指導された各診療科の指導医の先生方の熱意に感謝申し上げます。 
以下、発表順に研修医氏名、演題と発表の概要です。 

 

 
■小玉 聡 「塞栓性脳梗塞を合併した感染性心内膜炎の 1 例」 
歯科治療が原因で発症したSphingomonas paucimobilisによる感

染性心内膜炎の症例を発表し、歯科治療時の予防的抗菌薬投与の

重要性を話しました。 
■小池 渉 「重症薬疹に悪性症候群を合併した 1 例」 
複数の抗てんかん薬により、血小板減少、肝機能障害、皮疹が出

現し、薬剤中止後にも四肢の筋強直が出現して悪性症候群と診断し

た症例から、薬剤の副作用による疾患の診断の難しさを示しました。 
■柳沢直恵 「歯性感染症に伴う菌血症により細菌感染性筋炎を発症した 1 例」 
急性の不明熱患者の血液培養からある Streptococcus agalactiae が検出されたことから歯性感染症を診断し早期に

抜歯治療した症例を呈示し、歯の感染の重要性を強調しました。 
■市川貴規 「長大な脊髄病変をきたした 37 歳女性の NPSLE の 1 例」 

SLE が原因の急激に発症する脳脊髄炎の症例を呈示し、早期診断の重要性と急性期のステロイドパルス療法、免疫

吸着療法が有効であったことを話しました。 
■松野淳洋 「右前胸部腫瘤の針生検後,翌日に急性呼吸不全をきたし,重症筋無力症の診断に至った一例」 
胸膜の腫瘤の生検の後、おそらくは肺血栓塞栓症のため呼吸不全をきたした重症筋無力症の症例を呈示し、老人で

の診断の難しさを話しました。 



 
 

■西岡 誠 「Staphylococcus lugdunensis による難治性

感染性心内膜炎の 1 例」 
内科的治療だけでは感染をコントロールできなかった症

例が外科手術で改善したことを示し、外科手術を早期に

考慮する必要のある IE 症例がいることを強調しました。 
■梁 秀鼎 「結核性胸膜炎の一例」 
臨床的には抗酸菌性胸膜炎を疑ったが 2 度検査した結核

菌特異的 IFN-γがいずれも陰性で、最終的には結核によ

る胸膜炎であった症例を呈示し、検査のみに頼るのでは

なく、総合的に診断することの大切さを話しました。 

 

 
発表の際、スライドがやや見にくい場合や、しゃべり方が早く聞き取りにくい事もありました。研修医の皆さんに

は今後、発表の機会が多くありますので、プレゼンテーションの技術を磨いていただきたいと思います。 
ご指導いただいた各科の先生方に重ねてお礼を申し上げます。有り難うございました。 
 

 

 

年が明けたと思ったら早くも立春を迎えてしまいました。まだまだ寒

い日が続きますが、お天気がいいと太陽の光の強さを感じ春が近付いて

いることを実感します。 

今回のニュースでは 2 年次研修医の症例発表会について掲載しました

が、3 月 12 日（木）には 1 年次研修医の症例発表会を第一研修ホール

にて開催します。大勢の皆さん、会場にお越しください。 

そして今後とも医科・歯科、初期・後期研修にご協力をお願いいたし

ます。 

 

臨床研修の理念 

 

人道、博愛、奉仕の

赤十字精神のもと、

医療チームの一員と

して患者中心の医療

を実践し、将来の専

門にかかわらず幅広

い疾患・病態に対応

できるプライマリ・

ケアの診療能力を身

につける。 
 

 

臨床研修の基本方針 

（１） 患者及びその家族と良い人間関係を持ち、しっかりしたインフォームド・コンセントのもとに、守秘義 

務に配慮した医療を行うことができる。 

（２） 同じ職場の医師同士はもとより、看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・栄養士など多くの医療を

行う仲間、他の医療機関の人々と協調して真に患者のためになる医療を考えて行うことができる。 

（３） 常に進歩している医学知識を習得し、基本的な知識や能力の研鑽に励み、その時代の社会状況に

合致した医療を行うことができる。 

（４） 医療事故防止対策や院内感染対策などを理解して、安全な医療が行えるようにチームの中心となっ

て活動できる。 

（５） 医療全体の進歩のために、院内はもとより地域、全国的、国際的な関連集会に主体的に参加し、症

例呈示や討論に参加できる。 

（６） 病院内外における保健・医療・福祉の状況を理解した上で、診療計画を立て、入退院の判断をして

患者の社会生活に配慮した診療ができる。 

（７） 保健医療に関係する法律や制度を理解し、その時代の社会や経済の状況に対応した医療を行うこ

とができる。 
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