
To
p

ic
s

7
N

H
O

 N
E

W
  W

A
V

E
 2

02
0 

S
p

rin
g

旭川医療センター呼吸器内科での後期研修を
終え、スキルアップのために、NHOフェローシップ
を利用して他の機構病院での研修を希望していま
した。指導医の先生と相談し、肺がん診療、特に
気管支鏡による検査や治療で国内有数の施設で
ある名古屋医療センターの呼吸器内科で3ヶ月間
研修させていただくことになりました。
研修では、まず硬性気管支鏡による治療を学び

ました。気道ステント留置術により、中枢気道狭窄
を解除して呼吸状態を改善させたり、気管食道瘻
を閉鎖して肺炎を防いだりできます。高度な技術の
ため、自施設では容易に導入できませんが、硬性
気管支鏡による治療が良い適応となる症例の理解
を深めました。
また、自施設では月1件程度の超音波気管支鏡

専門分野のスキルアップを応援。
国内留学制度「NHOフェローシップ」。

ガイド下針生検が毎日のように施行され、指導を受
ける機会を得ました。他にも、通常の生検鉗子に
比べ、大きな検体が採取できるクライオ生検、原
因不明胸水の精査などで有用な局所麻酔下胸腔
鏡検査、重症気管支喘息で適応となる気管支
サーモプラスティなど、自施設では行っていない検
査や治療法を学びました。
治験や臨床試験に積極的に取り組み、毎週の

カンファレンスで適応症例を拾い上げる姿勢は見習
う必要があると感じました。名古屋医療センターの
呼吸器内科は若い先生が多く、同年代の先生方
との交流や意見交換は、呼吸器診療を続けていく
励みや刺激となりました。
短期間でしたが、旭川医療センターの研修だけ

では得られなかった経験をしました。今回学んだこ

Nowon NHOフェローシップ vol.16

国立病院機構では全国141病院のネットワークを活かし、研修医・専修医の方々のスキルアップを応援する「NHOフェローシップ」を用意しています。短期間で専
門ジャンルの知識がしっかり身につき、所属病院では経験できない症例などを幅広く経験できる点が魅力です。国内留学を経験された先生の声をご紹介します。

気管支鏡による高度な検査や治療法を学習。
自施設とは違う経験ができ、大満足です。

呼吸器内科フェローシッププログラム
経験者の声

とを基に自分自身のスキルアップを図るとともに、す
べては真似できませんが、自施設の医療技術が向
上できるよう、研修で得た知識を還元していきたい
です。
NHOフェローシップは身分保障されたまま、他の

機構病院で研修できる魅力的な制度ですが、不
在中の業務負担が増えるにもかかわらず、旭川医
療センターの先生方のご理解があり、研修できたこ
とに感謝しています。そして、お忙しい中、研修を
受け入れてくださった名古屋医療センターの呼吸
器内科の先生方に大変感謝しています。

留学先病院 ： 名古屋医療センター
留 学 日 程 ： 2019年10月1日
  ～2019年12月27日
留 学 期 間 ： 3ヶ月間
学会・研究会への参加：1回

DATA

旭川医療センター 呼吸器内科

中村 慧一

令和２年度本部研修（医師対象）日程

場所研修名 日程
令和２年度（予定）

※日程等は令和 2年 3月 6日現在の予定であり、今後変更する場合があります。　※各研修において、開催日の約 3か月前に募集を開始する予定です。

本部 研修センター

九州医療センター

九州医療センター

調整中

博多周辺（会議室）

調整中

仙台医療センター

沖縄病院

京都医師会館

ジョンソン＆ジョンソンＴＳＣ（川崎）

北海道医療センター附属札幌看護学校

（テレビ会議システム）

コヴィディエンMIC（川崎）

調整中

熊本医療センター

（株）パラテクノ（文京区）

㈱パラテクノ（文京区）

岡山医療センター

広島西医療センター

良質な医師を育てる研修

病院勤務医に求められる総合内科診療スキル

センスとスキルを身につけろ！未来を拓く消化器内科セミナー

シミュレーターを使ったＣＶＣ研修

呼吸器疾患に関する研修

神経・筋（神経難病）診療中級研修

循環器疾患に関する研修

脳卒中関連疾患　診療能力パワーアップセミナー

神経・筋（神経難病）診療初級・入門研修

内科救急NHO-JMECC 指導者講習会

腹腔鏡セミナー①

救急初療　診療能力パワーアップセミナー

肺結核・非結核性抗酸菌症・真菌症－NHOのノウハウを伝える研修

腹腔鏡セミナー②

小児疾患・小児救急に関する研修

救命救急センターネットワークを活用した研修医・専攻医のための救急・集中治療セミナー

チーム医療研修

シミュレーション指導者教育研修

チームで行う小児救急・成育研修

重症心身障害児（者）医療に関する研修

重症心身障害児（者）医療に関する研修

R2.6.25 ～ R2.6.26

R2.8.29 ～ R2.8.30

調整中（9～10月頃開催）

調整中

R2.9.25 ～ R2.9.26

調整中

調整中（11月頃開催）

R2.11.6 ～ R2.11.7

R2.11.27

R2.12.11～ R2.12.12

R2.12.18 ～ R2.12.19

調整中

R3.2.5 ～ R3.2.6

調整中

調整中

R2.7.2 ～ R2.7.4

R2.10.8 ～ R2.10.9

調整中

臨床研修医・専修医・専攻医・レジデントを主とした若手医師を対象に、NHOのネットワークを活用した指導医による実地教育を全国各地で行っております。各テー
マのエキスパートである講師陣の指導を受けられる貴重な研修であり、また、全国各地で頑張っている同世代の先生方との交流の場となっています。
交通費・宿泊費はNHO本部が負担します（規定有り）。ご希望の際は所属病院の研修担当者にご相談ください。

研修医・専修医のためのコミュニケーション情報誌 NHOニューウェーブ

発行　独立行政法人　国立病院機構 令和2年 春号
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2020 Spring

東京医療センター 熊本医療センター

　突然の病気やケガ、病状の急変などに24時間体制で対応する安心の砦、それが救急医療です。国立病院機構が担う5事業の1つであり、医療体制の強化を推
進しながら、地域の皆さまのニーズにも積極的に応えてきました。最近は高齢の重篤患者が増え、診療科の垣根を超えた、より高度な知識と経験が求められています。
　今回は長年、救急医療に取り組み、多くの重症患者の治療にあたってきた東京医療センターと、行政と連携した防災ヘリやドクターカーなども活用する熊本医療
センターの先生方に、救急診療に関するお話をうかがいました。

Special 特集：救急診療

「地域の安心」に貢献する救急診療。
科を超えた体制で重症患者を迅速に治療。

救急診療救急診療巻頭特集
SPECIAL
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Hospital病院クローズアップ

国立病院機構

静岡医療センター
急性期医療と慢性期医療を担う施設として
地域の医療ニ ー ズに応え、貢献していきたい

当院の柱は循環器、がん、救急、総合診療、
神経難病、垂症心身障害の6つです。循環器は、
静岡県東部で唯一、24時間365日対応ができる病
院です。

がんに関しては、メインは消化器系です。大学
から教授、 准教授に毎週来ていただき、執刀をお
願いしており、静岡県立がんセンターのレベルに匹
敵するほどの専門医を揃えています。

救急医療については、ハワイ大学の医学教育
プログラムを導入しており、 現在、 3名の常勤医が
います。総 合診療に関しても、ハワイ大学との連
携により、2021年度から常勤スタッフが増える予定
です。

神経難病は2019年10月から6人 体制になりまし
た。この分野では若手の医師がどんど ん集まるよう
になり 、メインは筋萎縮性側索硬化症という難治性
の神経疾患ですが、 急性期の神経内科疾患の
患者さんも受け入れています。

重心は、58人が入院できる病棟がありますが、
すでに満床ですので、地域の患者さんをもっと受
け入れられるよう拡張したいと考えています。

今後取り組んでいきたいのは、まず、若手医師
の確保です。若い先生方の力は病院にとって非
常に重要です。ただ、 当院は専門医プログラムの

研修機関としては麻酔科だけになりますので、内
科の方を早く立ち上げたいですね。また、ハワイ大
学とは関係が深い ため、日本の専門医より もアメリ

2019 9 月に高梧度放射線治療装置（トモセラ
ピー）を導入

カの専門医を先に取りたいという方々を積極的に受
け入れようと考えているところです。

初期研修医については、日本在住のアメリカ人
医師のレクチャーが受けられるのが特徴です。スカ
イプレクチャーでハワイ大学の医師のレクチャーも受
講できます。ハワイ大学の 若手医師はとても教育
熱心で、救急と内科になりますが、マンソーマンで
研修医を指導してくれています。麻酔科は見学だ
けではなく、実際に麻酔をかけて、麻酔臨床を経
験できます。救急部門も、 救急の医師の指導がマ
ンツー マンで受けられます。外科の手術件数は、
緊急を含めてかなり多く、心臓血管外科は、希望
があれば解離性大動脈の手術に第一 助手で入れ
ます。アメリカの専門医取得に興味のある方には
魅力的な研修なのではないでしょうか。

最後に若い先生方へのメッセージですが、私の
若い頃に比べ、海外留学へ行 く人が少ないように
感じています。たとえぱ内科の場合、2年間は研
修医として過ごし、そ の上の3年は専門医を取得
することだけに専念して、6年目になってやっと専門
科に入るため、日本のシステムの中では、 留学の
機会をつかむのが難 しくなりつつあるのかもしれま
せん。ただ 、若いうちに海外留学をして、日本以
外の医療を経験するのはとても重要なことだと思い
ます。私はフランスに留学しましたが、そこでの4年

間は非常に役に立ちました。 国内だけではなく、
海外へも是非目を向けてほしいです。
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血管楼彰室内の様子 静岡県東部循環器病
センターとして、 24時間体甜で対応

2019 6月より 、 ハワイ大学医学教育プログラム
(HMEP)を開始
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静岡病院のある清水町は、静岡県の東部に位
置する。沼津市と三島市のほぼ中間で、南に狩
野川、西に黄瀕川、 そして町の中央部には富士
山の湧き水が流れる柿田川を有する。北に富士

山、東に箱根連山を望み、素晴らしい景観と温暖
な気候に恵まれた場所だ。 それでいて、都心から
のアクセスも良好で、 新幹線・東名高速どちらも
利用できる。

柿田川の上流では、無数の水が湧き出る「わき
間」がたくさん見られる。そこから500mほど下ると美
しい富士山と柿田川の清流が眺められ、自然の姿
にうっとりする。下流に行くと水しぶきをあげて流れる

狩野川と合流し、上流、中流とはまったく違う趣が楽
しめる。柿田川は環境省選定の「名水百選」にも
選ばれ、そのなかでも日本最後の清流といわれる高

知県の「四万十川」と並ぴ称されるほどの名水だ。
水辺ではカワセミやヤマセミ、 ゆりかもめやキセキ

レイなどの鳥、アマゴ、鮎、サワガニといった魚、
ミシマパイカモ、ホタルプクロ、ツリフネソウなどの植
物が観賞できる。上流部には町民の憩いの場とし
ての公園もあり 、湧き水広場では水に足を浸して

湧き水を体感できる。散策できる遊歩道も整備され
ているため、バードウォッチングや森林浴を兼ねて
訪れてみてはどうだろう。

味PROFILE

中野 浩佑かの・ひろし）
1986年18和大学医学部卒業。

2006年ルイバスツール・ストラドプール大学付1ii1オートビエー
ル病院聖マリアンナ医科大学医学部付屑病院、2016年静同匿
痘センター副院畏を経て、 2018年同センター院畏に就1£,
戸is/iii学会日本外科学会、日木消仕器外科学会、日本消化器内視
錢学会、日木消仕鈴病学会、日本肝胆膵外科学会
砕定匿の貸格日本外科学会砕定医・専門医・指導芭、日ボ肖化
器外科学会印定医・百門医・指導医、日本消化器病学会宮門医、

日本消化器内視護学会宦門匿・指導医、日木がん治痘印定医、日
ホ肝胆肥外科学会壱度技術指導医

静岡医療センター DATA

■ 所在地

静岡哩煕東郡ii水町長沢762-1

https //sh1zuoほ-mohosp要IP

■ 病床翌
450床

■ 診癌弔目
内科／脳神経内科／積神科／呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／

リウマチ科／小児科／外科／整形外科／形成外科／脳神経外科／呼吸
器外科／心殿血管外科／消化器外科／小児外科／皮膚科／泌尿器科／
産緑人科／眼科／耳鼻いんこう科／放射線科／歯科口腔外科／麻酔科
／リハピリテーション科／病理診断科／赦急科

■ 研條の特色
一般的な病態の診魚を通して、 臨床医としての基本的な知誨と能力を身に
つけ、 診麻能力から手技まで習得します。 追択期間では 、 履修期間の延畏
や必修科目以外の科目も遵択できます。 また、 二次救急に加えて、 急性期

循環器疾患や胸腹部大動脈疾患の禁急対応も積極的に行っています。 麻
酔科、 放射緑科の追択必修科目を用意しており、 指導医のもとでじっくり
と研双か積める環境です。

静岡医療センターのある街

富士山などの雄大な自然と温暖な気候に恵まれた町

駿河湾 `
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