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東北大学病院でがんばっている初期研修医をご紹介します。

東北大学病院
1 年次研修医

阿部 謙太郎先生
自己紹介・研修に対する意気込み

腎・高血圧・内分泌科での一日

出身は九州の大分県で、大学から仙台にやってき
ました。元々体を動かすことが好きなので、学生
時代はスキー部で活動しておりました。今でも空
いた時間は運動しています。

10 月は腎・高血圧・内分泌科の内分泌グループに所
属しています。当グループは高血圧の原因の一つとされ
る原発性アルドステロン症（PA）を始め、様々な下垂

【趣味】ドライブ、スポーツ

体や副腎疾患の検査や治療を一手に担っております。

【好きな本】論語
【好きな食べ物】炭水化物と赤身肉

そんな内分泌グループの一日は、朝早く七時前には始
まります。様々な負荷試験を行うにあたり、まずはその準
備を行い、七時から分刻みで何度も採血や採尿を行いま

【休日の過ごし方】無心になってロードバイクで遠出す
副腎静脈サンプリング検査の合間の一コマです。
検査の過程を確認しています。

す。多くの負荷試験や新しい検査を行うことで、今まで
原因不明だった症状にも病名がつき、患者様に感謝され
るのも毎日朝早くから働く醍醐味です。それから回診やカ

東北大学病院

するため、血管造影室へ向かいます。当科は放射線科と

腎・高血圧・内分泌科

島田 佐登志先生

協力して日本で最も AVS を行っており、いま PA に対す

内分泌科の朝は早く、検査が 7 時

る新しい治療法の治験も行っています。10 月にも治験が
生み出されていく貴重な機会に立ち会うことができ、医

働き出して半年が経ち、最近はようやく仕事の流れを理
解できるようになってきました。
まだまだ未熟ではありますが、日々多くを吸収し、業務
を頑張っていきたいと思います。

◎指導医からのメッセージ

ルテを書いた後、副腎静脈サンプリング検査（AVS）を

あり、それに参加させていただきました。新しい治療が

ること

過ぎには始まります。阿部先生は毎
治験における投薬の調節を行っています。
緊張感漂う現場です。

朝 6 時台に来院して準備をするまじ
めな研修医で、おかげで検査はいつ
もスムーズでした。大学病院の研修

学の進歩を間近で体験することができました。

プログラムは自由度が高いですが、

夕方からはグループ内でのカンファです。出揃った検

自由度が高いことはメリットばかりではなく、楽をしよ

査結果を元に、患者一人一人の今後の治療方針などを検

うと思えばできてしまう環境だと思います。今後も自

討していきます。活発な議論を行うことで、私も難解な

分を律して有意義
な研修生活を送っ

検査結果の解釈方法をブラッシュアップしていきます。

てください。

内分泌グループは日々の診療のみならず、新しい医療
への挑戦を行っています。今の医療のその先を垣間見る
ことで、私の研修生活にもより一層身が入ります。

一日が終わり、帰る間際にも研修医室の端末で患者様の
状態をチェックすることも

卒後研修センター主催 芋煮会を開催しました
10 月 18 日（日）に、
まつぶち芋煮会場において、
毎年恒例の卒後研修センター主催「芋煮会」を開催
しました。当日はさわやかな秋空のもと、河原で鍋を

学生の
方

2015 年 12 月より
病院見学をされる学生の皆さんへ

必見!

交通費補助始まります！
！

囲んで芋煮を美味しく食べたり、皆さん和気あいあ

一定の条件を満たす方に、病院見学にか

いと楽しいひと時を過ごされていました。

かる旅費の補助を始めます。

センター室員の先生方にもご参加いただき、研修

詳細については、後日（11 月末）卒後研

医の先生方にとって、とても貴重な時間となりました。

修センターホームページの病院見学に掲載

また、ご家族様にも多数お集まりいただき総勢
20 名で、とても賑わいました。
開催にあたりご協力くださいました方々に深く御礼
申し上げます。ありがとうございました。
来年も多くの先生方のご参加をお待ちしています !

予定の 交通費補助について をご覧く
ださい。
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/sotuken/
東北大学病院卒後

検索

!

卒研プレス
東北大学病院 卒後研修センター

2015年 11月24日発行

Vol.5

平成 27 年度(平成28年度研修開始)の
医師臨床研修マッチング結果が発表されました
平成 27 年 10月22日( 木 )に、平成 27 年度（平成 28 年度研修開始）医師臨床研修のマッ
チング結果が発表されました。

平成 28 年度 初期研修医 採用予定者数

宮城県内の臨床研修病院では、合計 127 名の方がマッチされました。
本院では、自由選択プログラム、小児科・産婦人科プログラム、地域医療重点プログラム、合

○自由選択プログラム（募集定員２８名）
マッチ者数 １５ 名
内訳） 東北大学３名、山形大学３名、
埼玉医科大学１名、北里大学１名、
昭和大学１名、帝京大学１名、
富山大学２名、関西医科大学１名、
山口大学１名、産業医科大学１名
男性 ８名、女性 ７名

せて定員38 名に対して16 名がマッチしました。昨年度が13 名でしたので3 名の増加となり
ました。
＊マッチ者数、出身大学内訳は右記の通りです。なお、現在二次（追加）募集を行って
おります。
他大学出身のマッチ者が多く、臨床研修病院として全国の医学生から当院の「教育・指導
体制とプログラム」に関して良い評価を得られている反面、本学からのマッチ者の減少や各プ
ログラムにおける空席が目立ち、目標とするフルマッチ達成までもう一歩及ばずにおります。
卒後研修センターでは、近年の初期研修医マッチング数を受けて八重樫病院長より「いかに
大学での若手医師を増やせるか」についてのアクションプランの提示を命ぜられ、ワーキング
グループを立ち上げました。卒後研修センター長と副センター長および室員12 名が中心とな
り、今後 5 年間を見据えたアクションプランを作成し、初期・後期研修医（専攻医）確保対策を

○小児科・産婦人科プログラム（募集定員４名）
マッチ者数 ０ 名
○地域医療重点プログラム（募集定員６名）
マッチ者数 １ 名
内訳） 東北大学１名
男性 １名

検討していきます。この取り組みが、当院に新風をもたらし初期研修医増加に繋がることを目
指します。
各診療科並びに各関連部署の皆様には、来年度より新たに迎え入れる16 名の初期研修医
におきましても、ご指導ご協力をいただきますよう心よりお願い申し上げます。
我々スタッフ一同も、一丸となって初期臨床研修が心身ともに充実したものになるよう全力で
支援していく所存です。
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水
10/14□

第95回 研修医のための
実力アップセミナー

＊参考
昨年度のマッチ者数
・自由選択プログラム
・小児科・産婦人科プログラム
・地域医療重点プログラム

活動●報告
2

火
10/6□

初期研修医のための
外科手術手技トレーニング

3

１２名
０名
１名

日
11/29□
講演会開催の お

知

ら

せ

米国日本人医師会
宮城県・福島県研修医海外研修プログラム委員長

カマール・ラマニ先生 講演会

─平成 27 年度第 2 回─
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第95回は「産婦人科の救急疾患／小児の感染症」と題
し、東北大学病院
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産婦人科の齋藤昌利先生／小児科の
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鈴木陽先生にご講演いただきました。
齋藤先生からは、妊婦さんに対する処方で気を付けるべ

先端医療技術トレーニングセンターにおいて、本年度第２

き点や診察のポイントを、鈴木先生からは、最新のウィルス

回目となる初期研修医を対象とした動物を用いた外科手術

の話題などをお話しいただき、参加者が熱心にメモを取っ

手技トレーニングが行われました。

ている姿がとても印象的でした。

本トレーニングは、最初に座学を設け動物倫理・福祉と

齊藤先生、鈴木先生、また司会をお務めいただきました

基本的な手技について学び、その後手術室で実際に動物を

呼吸器外科の野田先生、お忙しいなか誠にありがとうござ

用いてより実践的なトレーニングを行います。また、ウェット

いました。

ラボトレーニングの前には、東北大学クリニカル・スキルス

参加者からのアンケートより
勉強になったポイントは？
●妊婦さんに対する処方、放射線使用時の留意点
●産婦人科診察のポイントが分かりました
●ウィルス感染症の流行について
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ラボの協力によるドライラボを実施し、結紮法の再確認を行
います。今回の受講生は、院外より初期研修医2 名が参加
されました。
受講生からは「2回目でもとても学ぶことが多かったで
す。また可能ならば参加したいです。」等の感想をいただき、
今回も大変充実したトレーニングを行うことが出来ました。
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QRコードを読み取ると
詳細をご覧になれます
11月29日
（日）、医学部1号館第一講義室にて、
ニュー
ヨークで開業されている米国日本人医師会のカマール・
ラマニ先生をお招きして講演会を開催いたします。
米国の医療にご興味のある方でしたら、どなたでもご
参加いただけます。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

