
　当院は災害拠点病院、エイズ治
療拠点病院、3次救命救急センター
などの機能を有し、三大疾患であ
る、がん・心臓病・脳卒中における
高度先端医療をはじめ、腎内科、皮
膚科、形成外科、耳鼻咽喉科、精神
科、産婦人科、小児科と、幅広い領
域で質の高い医療を提供している
高度総合医療施設です。
　このような医療環境のなか、オン
ザジョブトレーニングによる実践的
な教育や、ファーストタッチによる
豊富な症例を経験していただくこと
で、将来、どの診療科に進んでも通
用する幅広い基礎力を獲得すること

　4月のオリエンテーションでは、看護部の夜
勤体験をしたことで、看護師さんの視点から医
師に求められる役割や能力を知ることができ、
その後の研修にスムーズに入ることができまし
た。先生方は教育熱心で、たとえ治療後で疲
れているときでも図を描きながら丁寧に教えて
くださるなど、「学びたい」という意欲にしっか
り向き合ってくれる研修環境です。忙しい時で
も、自分の時間はしっかり取れますし、立地の
良さなど生活面も魅力です。

　当院は志の高い研修医が集まる病院であ
り、ここに身を置くことで自分を高められると
思い志望しました。研修はファーストタッチや
内科3科同時ローテーションが特徴的で、幅
広い症例を実践的に学べます。指導医の先生
方は時に厳しくもありますが、それを上回る優
しさがあり、指導も的確で着実にスキルアップ
できます。人間的にも尊敬できる先生が多く、
同期も多いため、いろんな考えを吸収しながら
人としても成長できる病院です。

ができます。また、各診療科には人
間としても尊敬できる優れたエキス
パート医師が揃っていることも特徴
であり、エキスパートたちの高度なス
キルや考え方も吸収できるなど、広
く深い学びを得ることができます。
　当院は病院全体として研修医を
育てようという意識が強く、誰にで
も気軽に質問、相談することがで
き、のびのびと医療に臨むことがで
きます。研修医だけの医局があるた
めリラックスできますし、研修医同
士は仲が良く、勉強を教え合った
り、フォローし合ったりと切磋琢磨
しながら成長することができます。

　また、当院は忙しい中にもオンと
オフのメリハリがあり、自己学習や
プライベートな時間もしっかり確保
できます。
　立地の良さも魅力で、病院は「谷
町四丁目」駅を降りて直ぐの場所に
あり、大阪の中心街である、「梅田」
「難波」「天王寺」へも近く、病院周
辺には多くの飲食店が揃うなど、生
活面でも魅力的な環境です。
　初期研修医の約半数が専攻医と
してそのまま残るのも、質の高い医
療や教育環境、働きやすさや立地
の良さなど、多くの魅力があるから
だと思います。
　プログラムは内科系を8か月間、
外科を3か月間、救命救急と麻酔科
を各2か月間、小児科、産婦人科、
精神科、地域医療を各1か月間、必
須化にしています。
　当院には、内科だけでも10科
（脳卒中内科、循環器内科、腎臓内
科、呼吸器内科、消化器内科、感染
症内科、血友病科、血液内科、糖尿
病内科、総合診療科）がそれぞれ
独立して存在し、各科にはエキス
パートが揃っているため、高度な専
門的教育を受けることができます。
　特に「内科3科同時ローテーショ
ン」は当院の大きな特徴であり、通
常、内科1科を1か月間で回るとこ
ろ、たとえば「腎臓内科・糖尿病内
科・呼吸器内科」という3科同時に
2か月間回ることで、複数の内科領
域を受け持ちながら、通常ローテー
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「内科3科同時ローテーション」が特徴
研修医教育に大きな自信があります
大阪医療センター 放射線診断科 科長 職員研修部長 東  将浩

「学びたい」という意欲に
熱心に、丁寧に応えてくれます

初期研修医  1年目 山本  祐

実践的に学べ、指導も的確。
着実に成長できる環境です

初期研修医  2年目 松岡  春 樹
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トより長く回るため、患者さんの入
院から退院までの全過程に関わるこ
とができます。さらに、麻酔科は2か
月間を必須化にしているため、ハー
ドルの高い手技である気管挿管を
しっかり習得できることも特徴です。
　多くの診療科を経験できるのは
初期研修医時代にしかできないこ
とです。将来進むべき自分に最適な
診療科を見つけるためにも、いろん
な経験を積極的に積んでいただき、
強く、優しく、頼れる医師に成長し
てほしいと思います。
　また、NHOは全国各地にグループ
病院があり、勉強会などでの交流や、
各病院の研修プログラムに参加でき
ることも特徴です。全国の研修医、エ
キスパート医師、コメディカルスタッ
フとの交流は、多くの学びと広い人脈
を得ることができ、今後の医師人生
の大きな財産となるでしょう。
　当院は研修医教育に大きな自信
をもっており、2年後、全国どの医療
機関に巣立っても大いに飛躍してい
ただくことができるはずです。
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～研修先病院を選んだ理由～

　当院は地域医療支援病院、循環
器病基幹施設、地域がん診療連携
拠点病院、地域周産期母子医療セ
ンター、災害拠点病院などの機能を
有し、外科系診療科も充実した多数
の診療科が揃う、急性期医療、高度
専門医療を提供する550床の総合
病院です。
　地域の中核病院として、最近では埼
玉県におけるCOVID-19の医療支援
体制強化（中国・武漢市からの帰国
者受け入れ、検査、ワクチン対応など）
のために医師、看護師を派遣するな
ど、医療を通した社会貢献に積極的
な姿勢で取り組んでいます。
　研修は、多彩な診療科が揃った総
合病院として豊富な症例を経験でき
ることが特徴です。救急外来や当直

　私は「小児科コース」で研修をしています。
外来や入院患者さんの診療、検査と幅広く携
わりながら、早い段階から採血などの基本的
手技をたくさん経験し、先生方の指導も「これ
ができたから、次はこれやろう」と、確実にス
テップアップできる環境です。総合医局である
ため他科の先生でも気楽に相談ができます
し、多くの診療科が揃っているため進路に迷っ
ている方にもオススメで、誰にとっても最適な
研修ができる病院だと思います。

　病院見学で、先生方、スタッフの方々と廊下
ですれ違った際の元気な挨拶や明るい笑顔な
ど、雰囲気の良さに大きく惹かれ、当院での研
修を強く志望しました。先生方は温かく教育熱
心で、ローテート科以外の先生も、「この手技
やってみる？」と気さくに声をけてくださるなど、
意欲次第で幾らでも経験することができる環境
です。研修途中で目標が変わっても、プログラ
ムの組み直しなど臨機応変な調整が可能で、自
分に合った研修ができるのも魅力です。

では2年目研修医、1年目研修医の
屋根瓦方式の研修体制で、2年目の
先生が1年目の先生を指導しながら
ファーストタッチを行い、上級医に繋
ぎます。当院は、診療科間、多職種
間の垣根はなく、病院全体で研修医
を育てる風土があり、指導医や上級
医はもちろん、病院全体で研修医を
しっかりバックアップしていますの
で、救急外来や当直であっても安心
して積極的に診療に臨むことができ
ます。主体的に考え、指示を出すな
ど、ある程度の責任をもって診療が
できるため、2年後には「ひとりで日
当直しても怖くない」と言える実力
を獲得できるでしょう。
　当院では臨床以外にも、カンファ
レンス、抄読会、症例検討会、院内
学会など、さまざまな勉強会が開催
され、学会発表や論文指導が充実
していることも特徴です。「国立病
院総合医学会」や「埼玉県医学会」
では、ほとんどの研修医が発表を経
験していますし、NHOに所属する
若手医師を対象にした英語による
症例研究発表「若手医師フォーラ
ム」では、当院から3年連続、最優
秀賞を輩出しています。
　また、NHOでは毎年、全国の経

験豊かなスペシャリストたちの指導
が受けられる「良質な医師を育てる
研修」が年20回ほど開催されてお
り、レベルの高い研修はもちろん、
全国の研修医や若手医師と交流が
できることも魅力です。
　プログラムは、現在の日本社会で
求められるプライマリ・ケアがしっか
り実践できる医師になるため、全科
共通の臨床医として当然身につけて
おくべき基本的臨床能力を修得でき
るプログラムとなっています。
　ひとりで日当直しても、日常よく遭
遇する疾患の初期診療や重症度に
応じた適切な対応ができる臨床レ
ベルに到達し、研修修了後はスムー
ズに各専門研修に進むことができ
る診療能力を修得することができ
ます。
　研修では積極的に診療に参加
し、一人でも多くの患者さんと向

安心して、主体的に診療に参加でき、
「ひとり日当直」ができる実力を獲得
埼玉病院 小児・周産期母子センター部長 プログラム責任者 上牧 勇

早くから多くの手技を経験。
確実にステップアップできます

初期研修医  1年目 小池  久 貴

雰囲気が抜群に良く、
意欲次第で幾らでも成長できる

初期研修医  2年目 西本  夏 実
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き合ってほしいですし、臨床スキル
の獲得だけではなく、患者さんの
想いや要望、社会背景をも考えた
医療が提供できる、“優しい” 医師
へと成長してください。
　研修医時代は忙しいですが、当
院では夏休みを取得してリフレッ
シュしたり、職員のクラブ活動（バ
レー、バドミントン、バスケット
ボールなど）や職員ビアフェスタ、
院内学会の後のワインのゆうべな
ど楽しいイベントもあり、メリハリ
のある楽しい研修生活を過ごすこ
とができます。
　当院で研修をするにあたって特
別なスキルはいりません。協調性
があり、コミュニケーションを大切
にでき、様々な事にチャレンジした
いと思っている方であれば、当院
の研修の良さを最大限享受できる
はずです。
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埼玉病院大阪医療センター 


