
【日時】2019年8月31日（土）
 15：30～15：40  友田学長挨拶
 15：40～16：00  新専門医制度について（金子センター長）
 16：00～17：00  プログラム別ブース説明会

【場所】関西医科大学枚方学舎 医学部棟3階 学生食堂
大阪府枚方市新町2-5-1　京阪電車「枚方市」駅下車徒歩約5分

なお、次年度の開催予定は下記のとおりです。
2021年度採用専攻医研修説明会
　第1回【日時】2020年5月16日（土）15：00～
　第2回【日時】2020年8月29日（土）15：00～

下記の日程で第２回の説明会を開催しました。
多数の皆さんのご来場をいただきありがとうございました。

留学した先生からのメッセージ

高度医療人育成制度
～世界で通用する医師を育てる～

腎泌尿器外科学講座
谷口　久哲 講師

留学期間
2017年4月～2017年9月
留学場所
ニューヨーク（アメリカ）

留学施設
Sexual & Reproductive Medicine Program,Department of Surgery, Urology Service, 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA

　高度医療人育成制度の目的は、診療レベルの向上です。基礎的な研究でなく、実臨床に
おける診療技術や診療体制を習得するための制度であることが、魅力的であり、この制度を
利用した理由です。この制度のメリットは、個人の診療能力の向上に集中させていただける
事だと思います。留学中はボス（P.I.）の日常診療・手術を学び、世界から訪れている他の
フェローと共に臨床研究にも参加しました。帰国後も留学中に研究した内容で、国際学会で発表・
論文作成を行いました。最近、国際学会のYoung Researchers and Clinical Committeeの
Memberに選出されたのは、おそらく留学した関係ではないかと思っています。留学に興味の
ある先生はチャンスがあれば是非挑戦していただきたいと思います。

１. この制度の目的は？
　国内外の医療施設に留学することにより、最先
端の診療技術や診療体制を習得し、世界で通用す
る医師を育成するとともに、本学の診療レベル向
上を目的としています。

３. 留学中は無給？
本学給与規定に基づき給与を支給します。
国外留学者については旅費支給あり（上限50万円）

２. 留学できる期間は？
　原則として年度内の出発日から１年以内

４. 応募できる条件は？
　本学の臨床系講座・診療科に所属する専任教員(助
教以上)で、原則として、医師免許取得後10年以上、
かつ専門医を取得している方が対象です。
　なお、医学博士の学位を取得していることが望まし
いですが、必ずしもこの限りではありません。

＊2011年は4か国に1名、2016年は3か国に1名が留学

2020年度採用専攻医研修説明会を実施しました。

当日の様子

※上記日程は、現時点での予定ですので、変更の可能性があります。
　詳細は卒後臨床研修センターのホームページに掲載しますので、
　ご確認ください。➡
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読者
の声

vo ice
あなたの「声」を掲載しませんか？

ここでは読者の声を
ご紹介します！

卒研ニュースでは読者のご意見・ご感想を募集しています。
気になることや面白いこと、施設を利用したご感想やご要望など
さまざまな読者の「声」をお待ちしています。

sotugori@hirakata.kmu.ac.jp応募先



緊急疾患から慢性疾患まで全部学べます！ 内科学第三講座　岡林 功

私は関西医科大学を卒業し同大学で初期研修を行い2019年
第三内科に入局しました。当科では上下部消化管、胆膵、肝と全
ての消化器疾患の症例を担当し、大学病院ならではの珍しい疾
患を若手の頃から学ぶことができます。また1ヶ月間内視鏡強化
月間があり内視鏡を徹底的に修行する期間があります。医局は
アットホームな雰囲気で上級医の先生方は時に厳しく、時に優し
く指導してくださり充実した毎日を送っています。当科では研修
医の先生とも触れ合う機会が多く、互いに刺激を受けながら高
めあうことができると思います。
ぜひ一度見学に来て頂き、そして入局してくれることを心から

お待ちしております。

プロフィール
2017年 3月 関西医科大学 卒業
同年      4月 関西医科大学総合医療センター 
 初期研修
2019年 4月 関西医科大学
 内科学第三講座 入局

バランスのとれた研修が可能です 呼吸器外科学講座　松井 浩史

入局して早3年が経ちました。現在大学院にも所属し知見を広
めています。
臨床はもちろん、研究、国内外での学会活動と幅広くバランス

のとれた研鑽を積むことができ、充実した日々を送っています。
大学病院ならではの確立された教育・指導体制とともに、バッ

クアップもしっかりしているので、メリハリのある修練ができる
と思います。興味があればぜひ一度見学にお越しください。

プロフィール
2008年 3月 関西医科大学 卒業
同年      4月 大阪医療センター 初期研修
2010年 4月 大阪医療センター
 外科レジデント
2013年 4月 近畿中央呼吸器センター 外科
2016年 4月 関西医科大学
 呼吸器外科学講座 入局

アットホームな職場は最高です 精神神経科学講座　滝沢 悠里子

当科の病棟業務はライン制で行っていますが、ライン内では
もちろんのこと、カンファレンスや回診の際には別ラインの先生
方からも熱くご指導やアドバイスが頂けるので、様々な視点から
考え学ぶことができ、とても充実した日々を過ごさせて頂いてい
ます。そして何より若手から先輩医師、メディカルスタッフまでの
距離が近く、笑い声が絶えない明るい雰囲気が自慢です。ぜひ
私たちと一緒に明るく楽しく働きましょう！お待ちしています。

プロフィール
2016年 3月 兵庫医科大学 卒業
同年     4月 関西医科大学附属病院 
 初期研修
2018年 4月 関西医科大学
 精神神経科学講座 入局

先進リハビリテーションの技術を地域へ リハビリテーション医学講座
田口 周

当科では、先進的リハビリテーション医療を院内のみならず
地域へ提供することを目指しています。人としての活動を再建す
るのに必要な技術を産学と連携して開発しており、病態を的確
に捉えた上で障害を定量的に解析し、生活の再建を誘導する
リハビリテーション治療スキルの体得が可能です。様々な体験
を通じて、超高齢社会を支える医療チームリーダーを育成しま
す。

プロフィール
2014年 3月 藤田保健衛生大学
 （現藤田医科大学）卒業
同年     4月 関西医科大学総合医療センター
 初期研修
2016年 4月 関西医科大学
リハビリテーション医学講座 入局

まずは興味を持つことから。 救急医学講座　中村 遥香

皆さんは救急医をどんな風に感じているでしょうか。某ドラマ
の●Pにあこがれる方も多いと思います。現実に●Pはいませ
ん。しかし、重症患者もいれば軽症患者に至るまで様々な患者
さんに関わる機会があり、やりがいも多くあります。そして、どこ
に行っても必要とされる科です。救急で勉強した後は、
Subsupecialityとして他科での研修も救急医療に役立たせる
こともできます。救急当直やローテでも経験できることは多いで
す。なんでも気軽に聞いてくれたらうれしいです。みなさんと一
緒に働けるのを楽しみにしています。

プロフィール
2014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
2016年 4月 関西医科大学
 救急医学講座 入局

充実した人生を 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　友田 篤志

当科は専門性が高く、内科外科両方の知識と技術が必要なた
め、３年目になってすぐに様々な仕事ができるようになるわけで
はありません。しかし、若手からでもどんどん経験を積ませても
らえる当科では、自分一人でできることが増えていく実感を日々
味わうことができるため、非常に充実しております。また、近年
若手の人数が増えてきており、活気づいてきて楽しく仕事をして
おります。一緒に楽しく成長していきましょう。

プロフィール
2017年 3月 関西医科大学 卒業
同年     4月 関西医科大学総合医療センター
 初期研修
2019年 4月 関西医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 入局
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