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神大研修医応援文庫 

研修医ミーティング・講演等で指導いただいた先

生方からの推薦図書を研修医室に随時追加中！  

・時松 一成先生 

「感染症をめぐる５４の話」 

東京警察病院感染制御対策室  編集 丸善  

・森 俊平先生 

「愛の試み」 

福永 武彦 著 新潮文庫 

・後藤 秀彰先生 

「誰も教えてくれなかった診断学」 

野口 善令、福原 俊一 著 医学書院 

・木澤 義之先生 

「続・医療と法を考える」 

樋口 範雄 著 有斐閣 

・小林 成美先生 

「そうだったのか！絶対読める心電図」 

池田 隆徳 著 羊土社 

・酒井 良忠先生 

「リハビリテーションリスク管理ハンドブック

第２版」 

編集 亀田メディカルセンターリハビリテー

ション メジカルビュー社 

 

６月研修医ミーティング 

・ 1日（水）感染制御部 時松 一成先生  「職業感染制御～安全器材と個人防護具～」 

・ 7日（火）医療技術部臨床工学部門 藤田 耕平先生、福永 涼先生 

「保育器、人工心肺装置の安全使用について」 

・ 8日（水）救命救急科 岡田 直己先生  「アナフィラキシー」 

・ 14日（火）循環器内科 森 俊平先生  「V２学」 

・ 15日（水）腫瘍・血液内科 後藤 秀彰先生  「敗血症と新定義～SOFAって何?～」 

・ 21日（水）緩和支持治療科 木澤 義之先生  「意思決定と患者ー医師関係をみなおしてみる」 

・ 28日（火）循環器内科 小林 成美先生  「誰でも読めるカンタン心電図：初級編」 

・ 29日（水）リハビリテーション科 酒井 良忠先生 

「リハビリテーションの適応について～保険診療上の問 

 

 

 

７月感染症集中セミナー 
 
・5日（火）海老澤 馨先生「総論＋ペニシリン」 

 

・6日（水）白杉 郁先生「セフェム①」 

 

・12日（火）白杉 郁先生「セフェム②」 

 

・13日（水）小山 泰司先生 

「カルバペネム＋アミノグリコシド」 

 

・19日（火）米本 仁史先生 

「抗 MRSA薬＋ST合剤」 

 

 

・20日（水）海老澤 馨先生  

「マクロライド＋テトラサイクリン」 

・26日（火）長田 学先生「抗真菌薬」 

 

・27日（水）村上 義郎先生 

「キノロン＋抗結核薬」 
 

開催場所 ５日～１２日：大講義室 

     （外来診療棟６階） 

     １３日～27日：共通カンファレンス室 

     （一般病棟２階） 

開催時間 12:30～１３：００   

論文受理報告 

この度、3月に当院初期研修を修了した佐藤 千花子先生の論文が受理されました。 

研修の忙しい中、試行錯誤しながら完成した渾身の一作！  

本当におめでとうございます。また、ご指導いただいた先生方、ありがとうございました！
【論文タイトル】  

An isolated case of late-onset amyloidogenic transthyretin type familial amyloid 

polyneuropathy associated with a mutant transthyretin substituting methionine for 

valine at position 30 showing latent progressive cardiac involvement confirmed by 

serial annual electrocardiograms 

【著者】  

Chikako Sato, Tomofumi Takaya, Shumpei Mori, Kohei Hasegawa, Fumitaka Soga, 

Hidekazu Tanaka, Yoshiaki Watanabe, Tatsuya Nishii, Atsushi K Kono, Yukiko 

Morinaga, Hatsue Ishibashi-Ueda, Ken-ichi Hirata 

【掲載雑誌名】  

Internal Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          時松先生         藤田先生           福永先生         岡田先生         森先生                

もり            森先生 

神大病院群初期研修プログラム説明会 
 

６月２５日（土）に、今年度第２回目となる神大病院群初期研修プログラム説明会を開催

しました！今回も日本全国から 40名の学生さんにお越しいただき、当院のプログラム

の特色、内科・外科・救命救急科について、そして、たすきがけ病院での研修説明に続

き、初期研修医との質疑応答や院内ツアー、また午後からは各診療科訪問と、前回に

引き続き、当院の特徴を存分に知ってもらえる内容でお届けしました。 

ご協力いただいた診療科先生方、本当に有難うございました！！ 

 

 

      後藤先生         木澤先生         小林先生                                 酒井先生 研修医ミーティング

の様子を facebook

にも掲載していま

す。 

ぜひ、ご確認くださ

い！

https://www.facebo
ok.com/kobe.univ.h
p.icec/ 

【佐藤 千花子先生からのメッセージ♪】  

初期研修で論文作成の貴重な機会を与えていただき感謝しています。本症例は、昨年の

内科学会近畿地方会で口頭発表を行い、それを Case reportにしたものです。循環器内

科の先生方には、口頭発表から論文作成に至るまで熱心かつ丁寧にご指導いただきまし

た。この経験を今後に活かしていきたいです。 

 

【指導医 森 俊平先生からのコメント♪】 

自ら定めていた絶対限界を、いざ軽く越えて見えている景色なんだ。たかだか一本の症例

報告、だがいつか誰かの道標になって、一人を救うかもしれないんだ。いいか、己の可能

性と責任を安く見積もるなよ。手にした懐剣、願わくば先生の魂深く輝き続けて、いつの

日か予定未来を変える閃光を放ちますように。 

【佐藤先生の同期でもある、共著者 長谷川 耕平先生からのメッセージ♪】 

自分も携わった患者さんが症例報告され大変嬉しく思います。僕 1人では調べきれなかっ

たことを佐藤先生が文章化してくださり大変勉強になりました。 

 

（左から） 

循環器内科医局にて 

高谷先生、森先生、 

佐藤先生、平田先生、 

小林先生、在間先生 

学生座談会 
 

6月 3日に研修相談会を開催しました！ 

この会では、当院で初期研修中１年目・２

年目各コースの研修医達が、医学部５年

生・６年生の疑問や不安などについて相

談にのり、普段はなかなか聞けない本音

を先輩に話してもらいながら、不安を解消

出来ました！ 

 

 

６月研修医ミーティング 

・ 1日（水）感染制御部 時松 一成先生 「職業感染制御～安全器材と個人防護具～」 

・ 7日（火）医療技術部臨床工学部門 藤田 耕平先生、福永 涼先生 

「保育器、人工心肺装置の安全使用について」 

・ 8日（水）救命救急科 岡田 直己先生 「アナフィラキシー」 

・ 14日（火）循環器内科 森 俊平先生 「V２学」 

・ 15日（水）腫瘍・血液内科 後藤 秀彰先生 「敗血症と新定義～SOFAって何?～」 

・ 21日（火）緩和支持治療科 木澤 義之先生 「意思決定と患者ー医師関係をみなおしてみる」 

・ 28日（火）循環器内科 小林 成美先生 「誰でも読めるカンタン心電図：初級編」 

・ 29日（水）リハビリテーション科 酒井 良忠先生 

「リハビリテーションの適応について～保険診療上の問題点～」 

 

http://honto.jp/netstore/search.html?athid=1001077642

