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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～ 

 

研修医症例発表会 院長賞 発表！ 

平成 26 年度の研修医症例発表会は、2 年次が 1 月 22 日に、1 年次が 3 月 12 日に開催さ

れました。この発表会では院長他数名の指導医が発表内容、わかりやすさ、質疑応答、時間配分

等の観点から採点し、1 名に『長野赤十字病院 院長賞』が授与されます。 

3 月 11 日の中央医局会総会において 2 年次の、3 月 18 日の中央医局会送別会において 1

年次の『院長賞』が発表・授与されましたのでご報告します。 

 

2 年次 院長賞 

 西岡 誠 研修医 

 

 演題 

「Staphylococcus lugdunensis による 

難治性感染性心内膜炎の 1 例」 

 

 

 

 

1 年次 院長賞 

 廣田 周子 研修医 

 

 演題 

 「膵癌に対して 

FOLFIRINOX 療法が著効した 1 例」 

ご指導いただきました指導医・上級医の先生方、ありがとうございました。また、発表会当日

はコ・メディカルの方も会場に来ていただいていました。今後ともご指導よろしくお願いします。 

 1 年次研修医症例発表会の他の演者・演題は次ページに掲載します。 

 



 
 

平成 26 年度 1年次症例発表会＊3月 12 日（木）第一研修ホールにて開催＊ 

3 月 12 日に 1 年次研修医症例発表会を開催しました。 

今回は 1 年次研修医 13 名と前回都合で発表できなかった 2 年次 1 名の、合計 14 名が症例

発表を行いました。 

 

〈演者・演題は発表順〉 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
院長より開催挨拶 

 
 
■榑沼 大平「腹部腫瘤で受診した 28 歳女性」 

■佐藤 雄紀「窒息を契機とした肺出血の症例」 

■塩原 拓実「γ-グロブリン大量療法に不応のため

インフリキシマブを使用し寛解に至った川崎病

の 2例」 

■小松 幸子「両側下肢への脂肪吸引後、全身皮下

気腫を来した 26 歳女性」 

■赤川 大介「インフルエンザ感染を契機に低 Na 血

症を呈した汎下垂体機能低下症の 1例」 

■廣田 周子「膵癌に対して FOLFIRINOX 療法が著効した 1例」 

■倉島 侑希「アデフォビル投与中に腎機能障害、低リン血症をきたした B型慢性肝炎の 2例」 
■小澤 亮太「顕微鏡的多発血管炎に脳動脈瘤・脳幹病変を合併した 57 歳男性例」 

 
 
■野村 俊「インフルエンザワクチン接種後

に発症した辺縁系脳炎の 1例」 
■翁 佳輝「洞不全症候群を来たしたリチ

ウム中毒の 1例」 

■小松 稔典「冠動脈肺動脈瘻の遺残と考え

られた瘤破裂による心タンポ

ナーデ例」 

■星野 優美「骨髄に形質細胞を多数認めた

POEMS 症候群の 1 例」 

■川口 弘子「ベーチェット病類似の難治

性口内炎、多発回盲部潰瘍を

伴った骨髄異形成症候群」 

■植松 望武「末梢神経障害を PET-CT にて

認めた腸管症関連 T細胞リン

パ腫」 

 

 

 

 



 
 

＊  研修医修了式を挙行しました ＊ 

 平成 25 年 4 月採用の初期研修医 9 名（当院採用者 8 名＋信州大学医学部附属病院採用者 1

名）が、無事に初期研修を修了することができました。 

 3 月 18 日（水）に修了式を行い、修了証が吉岡院長より授与されました。 

 

♪研修医氏名 ①後期研修先・診療科 ②研修医より一言 

♪市川貴規 ①信州大学医学部附属病院・神経内科 ②長野日赤で研修を始めてからの濃密な 2 年間が終わりまし

た。そして同時にこれもまた濃密になるであろう後期研修が始まります。日赤で得た経験を忘れず、神経内科・膠

原病内科医見習いとして精進していきたいと思っております。2 年間本当にありがとうございました。 
 
♪榑沼大平 ①信州大学医学部附属病院・眼科 ②2 年間大変お世話になりました。信州大学の眼科医局に入局し

ますので、また長野日赤でお世話になると思います。その節はよろしくお願いいたします。 

 

♪小池 渉 ①株式会社日立製作所 日立健康管

理センタ（産業医） ②2 年間の研修ありがとう

ございました。医師としての最初の 2 年間をこの

病院で過ごすことができ、大変有意義なものにな

りました。今後の仕事においても、この 2 年間は

大きな糧になると思います。 
 

♪小玉 聡 ①長野赤十字病院・神経内科  
②2 年間大変お世話になり、ありがとうございま

した。当院であれば濃密な初期研修が行えると思

い、この場を選ばせていただきました。選択は間

違っていなかったと、後輩に胸を張って言えると

自負しております。4 月からは当院神経内科の一

員として頑張りたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

♪柴崎美緒 ①長野赤十字病院・救急部 ②2 年間大変お世話になりました。通常業務に加え学会発表や論文作成

などの際に指導して下さった先生方にとても感謝しております。目標とする先生に少しでも追いつきたいと必死の

2 年間でした。また、私生活では今年は結婚 3 年目で初めての妊娠・出産を経験し激動の 1 年でした。妊娠中は「や

りたい事」と「できる事」とのギャップに苦しみましたが、多くの職員さんに励まされ助けて頂き本当にありがと

うございました。4 月からは当院救急部のスタッフとなりますが、皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。

宜しくお願い致します。 

♪西岡 誠 ①信州大学医学部附属

病院・小児科 ②2 年間の研修プロ

グラムの間に多くの方にお世話にな

りました。迷惑をかけることも多か

ったと思いますが、本当にありがと

うございました。この経験を生かし

て、4 月からは信州大学（小児科）

で頑張りたいと思います。 
 

 

♪柳沢直恵 ①長野赤十字病院・外科 ②2 年間、ありがとうございました。分からないことばかりで、常に病院

のスタッフの方々に助けられて、研修を終えられました。4 月からは当院の外科で後期研修を行います。まだまだ

未熟ですが、日々成長できるように頑張りたいと思います。今後もご指導よろしくお願いいたします。 



 
 

 

♪梁 秀鼎 ①信州大学医学部附属病院・呼吸器内科 

②２年間大変お世話になりました。不甲斐なく情けない

ことばかりで、当初思い描いていた何分の一も達成でき

ませんでした。長野日赤には自分のキャパシティをはる

かに超える臨床材料にあふれているのに、貪欲な姿勢で

生かせない場合が多かったように思います。これからは

臨床の中の限られた時間の中で、学ぶ姿勢や習慣をもっ

ともっと身につけなければと思います。大変勉強になり

ました。ありがとうございました。 

♪松野淳洋 ①長野赤十字病院・神経内科 ②初期研修 2 年次の 1 年間、各科の先生方をはじめ、数えきれないほ

どの方々に支えられ、ご指導いただきました。経験させていただいた症例も数多く、初期研修の後半を当院で行え

たことを大変幸いに思います。4 月からは信大・神経内科に入局し、長野日赤で後期研修 1 年目をスタートするこ

ととなりました。今までより更に責任が大きくなりますが、初心を忘れることなく、初期研修で学んだことを日々

の診療に最大限活かしていきたいと思います。1 年間、本当にありがとうございました。次年度もどうぞ宜しくお

願いいたします。 

  

 

今年も研修医を無事送り出すことができました。当院に残る人、信州大学医学

部附属病院に異動の人、県外に就職の人と、それぞれの場で後期研修・業務にあ

たります。今後も地域の先生方や日赤職員の皆さんにはお世話になることもある

と思います。宜しくお願いいたします。 

 

お知らせ：平成 27 年 10 月 24 日（土）に 

『第二回 長野日赤 研修医同窓会』を開催します。 

詳細はまた後日お知らせします。 

 

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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