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自分に合った専門医を目指そう！
　専門研修は自分の将来のため
の研修期間であり、専門分野を志
向する時期でもあります。本学
は、臓器別、診療科別に専門医
育成を行うと同時に、総合診療科
などで家庭医としての研修も可能
です。臨床志向の強い先輩医師
が多く、将来の選択肢としての診
療科も豊富であるため、専攻医
にとって自分の将来の道を切り
拓くには最適な環境だと思いま
す。
　専門医としての道を歩み始
める先生も、まだ将来を決めか
ねている先生も是非とも本学
で専門研修の道を歩んでくださ
い。われわれ専攻医支援チーム
はあなた方をサポートします。

終刊のお知らせ
2017年から皆様にお届けして来ました卒研ニュースは、本号を持ちまして終刊することになりました。
長きにわたり多くの関係者の皆様にご愛読いただき深く感謝を申し上げます。
ありがとうございました。

里井　壯平
外科診療教授

皆さんのキャリアアップを応援します
　本学には「オール女性医師
キャリアセンター」が設置され、
女性医師が様々なライフイベン
トを迎えながら継続してキャリア
を積むことができるようキャリア
アップ支援や復職支援などを軸
として取り組んでいます。皆さん
が医療人としての将来展望を熱
く胸に持ちながら、この専門研
修期間が充実したものとなるよ
う、専門研修支援チームの一員
として皆さんを応援していま
す。悩みや質問などありました
ら、どうぞ何でも相談してくだ
さい。

植村　芳子
病理診断科診療教授

充実した専門研修とその後の専門医取得を応援します
　専攻医の時期は将来専門とす
る診療科の専門医取得をめざし
厳しい研修を行う大変重要な時
期です。専門研修支援チームは
専攻医の皆様のスムースな研修
を応援し、専攻医全員が専門医
を取得できるようあらゆる面か
らサポートさせていただきます。
研修に対する障害や将来への
不安などが生じた際には専門
研修支援チームにご相談くださ
い。

谷川 　昇
放射線科教授

あなたのキャリア形成を力強くサポートします
　２年間の臨床研修が修了しよ
うとしているみなさんは、これか
らさらに医師としての研鑽をつむ
ため３～４年間の専門研修を迎え
ます。専門医の取得、大学院への
進学、豊富な症例数など、関西医
科大学では医師として広い視野
を持つことができる環境が整っ
ています。関西医科大学での専
門研修は医師としての専門領域
だけではなく、大学病院として診
療に必要不可欠な研究も含めた
より長期に渡るキャリア形成をサ
ポートし、医療の様々な分野にお
いて活躍できるすぐれた人材の
育成を目指しています。海堀　昌樹

外科診療教授

専門研修支援チームからメッセージ
－みなさんの専門研修を支えます－

　大学病院での専門研修は、高度専門医療を提供する特定機能病院から小規模の
病院まで、様々な役割を担う病院をローテートするとともに、研究経験を積むチャンス
にも恵まれ、優れた専門医としてトータルにキャリア
アップしていく機会を提供するものです。
　一方で、研修生活の中では様々な問題に遭遇
すると思われます。その多くは指導医や仲間と
相談して解決できると思いますが、中には難しい
状況もあるかもしれません。そのような時には、
わたくしたち、専門研修支援チームにご相談くだ
さい。皆さんの研修がスムースに進むように、
全力で支援します。

専門研修支援チームが皆さんの
専門研修をより実りあるものにします。

　私ども専門研修支援チームは、厳しい専門研修を受けるあなたたちを温かく見守る
「親」のような存在であり、時には、あなたたちの相談相手となって優しくアドバイス
する部活の「先輩」のような存在でもあります。是非、一緒に専門医への階段を昇り
ましょう!

みなさんにとって、ときに親、ときに兄弟、ときに先輩でありたい。

各 診 療 科

専門研修プログラム

本学の各科が定める
年度ごとの研修目標と計画

専門研修支援チーム：
個別に相談できる体制

各診療科での研修進捗状況の
把握と評価・勧告

関西医科大学
専門研修支援システム

支援・評価

専攻医のサポート体制

【専門研修支援チームのご紹介】

•専門研修医が順調に研修を受け、専門医
資格を取得できるように本学は大学とし
てサポートチームを整えています。

より詳しい説明はこちら →

裏面に続く

松 田　公 志

専門研修支援チーム チーフリーダー
副学長
腎泌尿器外科教授

金 子　一 成

専門研修支援チーム サブリーダー
卒後臨床研修センター長
小児科教授

関西医大　専門研修支援
魅力あるキャリア形成のために
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　産婦人科は、産科、婦人科、生殖・内分泌という3分野に分かれ、内科的

治療から外科的手技まで行います。出産おめでとう、手術を無事に終えたね

と笑顔で患者さんと向き合え、女性の一生に携わることにはやりがいを感じ

ます。当科の魅力は経験できる症例の豊富さ、それらをまずは基本から、徐々

に難易度をあげ、順序だてて経験できることです。産婦人科というと忙しい

イメージもありますが、当科は働きやすい環境が整っています。日々の指導

はもちろん、日常生活まで優しく支えてくれる先生方ばかりです。ぜひ、研修

に来てください。

2018年 3月 関西医科大学 卒業
同年 4月 関西医科大学附属病院 初期研修
2020年 4月 関西医科大学 産科学・婦人科学講座 入局

丁寧な指導のもと、充実した研修ができます 産婦人科　中川　冴

プロフィール

　小児外科では、消化器・呼吸器・生殖器・体表まで多岐に渡って手術を行っ

ています。一つの専門科に絞れない、そんな先生には是非一度ローテートし

てほしいです！また、小児外科はサブスペシャリティになるので、3年間は外

科プログラムで研修することになります。他施設では、志望科がどうであれ

大人の一般外科研修を優先されることが多いですが、当医局では志望科を

優先してくれます。私も1年間どっぷり小児外科で研修させていただいてい

ます。モチベーションを落とすことなく、専門研修を楽しみたい皆さん、ぜひ

一緒に働きましょう！

2018年 3月 関西医科大学　卒業
同年 4月 国立病院機構福山医療センター 初期研修
2020年 4月 関西医科大学 外科学講座 入局

モチベーションを維持したまま専門医へ！ 小児外科　奥坊　斗規子

プロフィール

　当科は大学病院の脳神経内科であり、中核病院として神経難病を扱う

一方で、脳卒中診療では緊急脳血管内治療まで行う、全国でも珍しい科で

す。最前線の脳卒中診療を学びながら、様々な珍しい神経難病も診ることが

でき、貴重な経験ができる場所だと思います。そういった診療をサポー

ト、指導して下さる先生方がいらっしゃる環境で、充実した専門研修を行うこ

とができるかと思います。まずは見学に来てみて下さい。
2015年 3月 関西医科大学 卒業
同年 4月 関西医科大学附属病院 初期研修
2017年 4月 関西医科大学 神経内科学講座 入局

 私は現在外科の専攻医として附属病院で呼吸器外科研修しています。埼玉

県出身で沖縄の大学を卒業し、思い切ってやってきた関西医科大学でした

が、現在まで指導医の先生方や同期の先生、病棟スタッフの方々など、

困った時には頼りになる人が傍にいてくれ、恵まれた環境に感謝して過ご

しています。

 外科研修プログラムに則り、附属病院のほか総合医療センターや香里病院

での研修も可能ですし、症例数も豊富です。（特に女性には）なにかと敬遠

されがちな外科ですが、実際に働いている姿をみて、興味を持ってもらえ

たら嬉しいです。

2016年 3月 琉球大学 卒業
同年 4月 琉球大学医学部附属病院（現琉球
  大学病院） 初期研修
2019年 4月 関西医科大学 呼吸器外科学講座 入局

　当科は、健康寿命と関わりの深い運動器を構成する、骨・軟骨・筋・人体・

神経などの疾病や外傷を扱う科です。

　私は整形外科に入局して１年が経とうとしています。主治医として様々な

症例を経験し、実際に手術も執刀し、毎日大変有意義な研修を送らせて頂い

ています。

　また先生方は優しく指導も熱心であり、とても楽しい医局です。

　整形外科に興味のある方は、是非一度見学に来てください。皆さんと一緒

に働ける日を楽しみにしています。

2018年 3月 関西医科大学 卒業
同年 4月 関西医科大学附属病院 初期研修
2020年 4月 関西医科大学 整形外科学講座 入局

　眼科医の特徴は、早期から手術を執刀できる点にあり、手術教育は非常に

重要な要素かと思います。当科はその手術教育が非常に特徴的です。白内障

手術の工程を細かく分けて、工程毎に豚眼と人眼でテストが行われます。

工程を進んでいくと自然に白内障手術を執刀できるようになっているという

制度で、自動車運転免許方式と呼んでいます。ぜひ、当科で一人前の眼科医

を目指しましょう。お待ちしております。
2015年 3月 関西医科大学 卒業
同年 4月 関西医科大学附属病院 初期研修
2017年 4月 関西医科大学 眼科学講座 入局　
2021年 4月 関西医科大学 大学院進学 予定

幅広い診療が学べる科です 脳神経内科　加藤　梨紗

新入局員募集中です 呼吸器外科　丸　夏未

こんな魅力的な医局は他にありません！ 整形外科　河中　沙百合

自動車運転免許方式の手術教育 眼科　服部　雄基


