研修医ミーティング

3 日（水）
NEST 専任管理栄養士
中谷 早希 先生
『結局何を選ぶ？
～これだけはおさえておきたい
経腸栄養剤の使い方！～』

4 日(木)
NEST chairman
高橋 路子 先生
『病態別栄養管理の極意⁈』

9 日(火)
麻酔科
白川 尚隆 先生
『人工呼吸器設定のいろは』

３月

12 日（金）
麻酔科
中川 明美 先生
『局所麻酔薬』
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腫瘍・血液内科
松本 咲耶 先生
17 日（水）『CBC のみかた』
24 日（水）『oncologic emergency』

令和２年度神戸大学病院群初期研修プログラム医師臨床研修修了証書授与式
ベスト病棟・ベストティーチャー・ベストレジデント 授賞式
2019 年度から研修を開始した研修医の先生方の修了証書授与式が 3 月 19 日（金）に開催されました。
今年度は研修医代表として相内 志津子先生が病院長より修了証書を受け取りました。
特にこの 1 年は COVID-19 のため、制限がある中での研修となり、先生同士での交流も
持ちにくい状況だったと思います。厳しい状況下での研修修了、本当にお疲れ様でした！
ベストティーチャー；循環器内科 松本 賢亮 先生

ベスト病棟；9 階南(中谷 真子 看護師長)
研修医の皆様、研修修了おめでとうございます。
この度は、９階南病棟をベスト病棟に
選んで下さいましたことを病棟スタッフ一同、
心より嬉しく思っております。
９階南病棟は 5 診療科の混合病棟ですので、
これからも多くの先生方とお仕事をさせて
頂く機会があるかと思います。
働きやすい病棟を目指して参りますので、
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
先生方の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

ベスト病棟；ICU・HCU(田仲 みどり 看護師長)
研修医の皆様、研修終了おめでとうございます。
研修期間いろいろな部署での経験をもとに
これから臨床現場で活躍されることを願っております。
一人の患者さんを全人的にとらえ、その人が良い方向へ
向かうことを医療チームで連携して行うために
コミュニケーションは非常に大切であると私は常に
考えています。
また、お会いすることがあると思います。
医師として、人間として一回りも二回りも
大きくなって帰ってきてください。

昨年に引き続きベストティーチャーに選出していただき、誠にありがとうございます。
とても大事なことなので、昨年のコメントをここでそのまま繰り返したいとお思います。
教育とは、いわば感化です。熱は伝搬し、思いは拡散します。
この 1 年間、皆さんは多くの指導医と接し、様々な刺激を受けたことと思います。
わかっていますね？次は皆さんの番です！
あなた方の感化力で、次世代を担う素晴らしい臨床医を育てましょう。
これはあなた方にとって間違いなく刺激的な経験になるでしょう。
あなた方の、そして医療全体の明るい未来を願っています。期待しています。

ベストティーチャー；糖尿病・内分泌内科

趙 良 先生
この度はベストレジデント賞を頂戴し、心より嬉しく思います。
神戸大学に研修医として研修を開始して以来、より良い医療を
精進できるように導いてくださった多くの先輩方や同僚の
おかげであると染みて感じております。これからも
多くの人たちとの絆を大切にし、より良い医療を
提供できるように進んでいきたいと思います。
まだ至らないところが多いですが、今後とも愛のある
ご指導、ご教授のほどよろしくお願いします。

ベストレジデント；2 年目研修医

吉原 綾香 先生
この度はベストレジデントに選出されたこと大変光栄に思います。
世の中の状況がめまぐるしく変化する中、大きなうねりの中で
もがくように過ごすうちに 2 年目が終わってしまいました。
目の前のことをこなすことで精一杯だった私がこのような賞を
頂けたのは、辛いときに支えてくれた家族や同期の
おかげだと思います。未熟な私を見守ってくださった
各科指導医の皆様、コメディカルの皆様、
総合臨床教育センターの皆様にも
この場を借りて御礼申し上げます。

採用前オリエンテーションを開催しました！(3/26)
本院の初期研修プログラムの全コースの先生方が
集まる数少ない機会ですが、残念ながら今年度は
リモート開催となりました。（参加者数：55 名）
修了要件の説明と注意事項、
プログラム修了者による講演、
研修医間の交流会、指導医との交流会と
短い時間の中で盛り沢山の内容でした。

研修医ミーティング

WEB にて受講いただけます！！
COVID-19 感染拡大を鑑み感染対策の徹底を求められております。
当面の間、Web 会議システム（対面なし。オンデマンド配信併用）にて
開催することとなりました。
４月の状況により開催形式が再変更となる可能性があります。
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21 日(水)
27 日(火)
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知紀 先生
今年はコロナの流行のおかげで学会にも行けず、
娯楽は研修医と戯れるのみと色々画像診断教えていたら、
ー
こんな賞まで戴いてしまってありがとうございます！
研修医の方々には色々と難しいことを教えましたが、
正直 1 年もすれば忘れ去ると思います。
でも医療画像っていろいろなものが見えているのだなーと興味を
持っていただけば、どんどん画像診断の実力も上がると思いますので、
これからも興味を持って見ていただけたら幸いです。

志津子 先生

ベストレジデント；2 年目研修医

3 月 6 日(土)に神戸大学病院群初期研修プログラム
病院説明会を開催しました。
午前の部では現役研修医による相談会、
午後の部では各診療科による個別相談会を
ZOOM 開催しました。対面でお話することは
叶いませんでしたが、37 名の学生参加があり、
大変貴重な時間となりました。

7 日(水)

相内

ベストティーチャー；
放射線診断・IVR 科 神田

この 2 年間の研修では大変お世話になり、ありがとうございました。
先生方、コメディカルの方々、先輩方、そして何より同期に支えられ、
実りある毎日を送ることができました。研修の最後にはこのような賞も
いただき、大変光栄に存じます。4 月から新しい環境となりますが、
当院で培った基礎を大事にしながら、また一歩ずつ精進していきたいと
思います。最後に、このアンケートを
取りまとめてくださいました総合臨床教育センターの皆さまに
感謝を申し上げます。最後になりますが、選んでくださった
方々に重ねてお礼申し上げ、挨拶とさせていただきます。

神戸大学病院群初期研修プログラム病院説明会(3/6)

４月

勇士 先生

研修修了おめでとうございます！この度は、ベストティーチャーに
ご選出いただき、ありがとうございます。研修医の先生方と一緒に
仕事をできることは、私たち指導医にとって大きな刺激であり、
日々進歩する医療を学び続け努力していくことの重要性を
再認識させていただきました。研修医の先生方は患者さんと
一番近い距離にいる存在だと思いますが、感じとった
患者さんの気持ちを忘れず、研修で学んでことを
今後の医師人生に活かしてください。
先生方の今後のご発展を祈念しております！

(山岡 国春 副看護師長)

ベストレジデント；2 年目研修医
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ベストレジデント；2 年目研修医
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この度はベストレジデントに選んで頂き、大変光栄に
思います。こうしてベストレジデントに選んで頂けたのも、
常日頃から熱心に御指導頂いた先生方、支えて下さった
研修センターの方々、そして日々研修生活の悩みを聞いてくれ、
助けてくれた同期、後輩のおかげだと思っております。
本当にありがとうございます。まだまだ医師としては半人前ですが、
この栄誉を胸にこれからも日々努力していきたく思いますので、
これからも御指導ご鞭撻の程を宜しくお願い致します。

ベストレジデント；1 年目研修医

曽 菲亜 先生
この度はこのような身に余る評価をいただき、驚きながらも
とても有り難く感じております。コロナ禍に揺れる世相の中、
制約が多く不安な研修生活ではありましたが、指導医の先生方や
優しい 2 年目の先輩方、頼れる同期に恵まれ、たくさんの
お力添えをいただきながら 1 年目を終えることができ、心より
感謝しております。まだまだ至らない点ばかりですが、
より一層気を引き締めて精進していく所存ですので、
今後ともご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。
最後になりますが、選んでくださった方々に重ねて
お礼申し上げ、挨拶とさせていただきます。

2020 年度神戸市医師会プログラム優秀論文賞受賞
3 月の神戸市医師会臨床研修委員会において、2020 年度神戸市医師会プログラム優秀論文賞受賞に
八代先生の論文が採択されました。おめでとうございます!!
この度はこのような名誉のある賞を授与していただき大変光栄に思います。
この賞をいただけたのは忙しい中、僕たち研修医に地域医療を親身になって
教えていただいた先生や医療スタッフのおかげだと感じております。
今回の研修で患者との信頼関係を築くことがいかに重要であるかを
地域医療にかかわるすべてのスタッフから学ばせていただきました。
この貴重な体験を今後実習に行く方々に知っていただきたい想いで
書いたことで得た賞と思っております。本当にありがとうございました。

2020 年度メンバーによるチーフミーティング納会！
自身の研修で忙しい中、研修制度や研修医室などの設備等、全体に気を配って活動してくれた
チーフレジデントの先生方★。特に今年度は COVID-19 関連でイレギュラーなことも多かったのですが、
臨機応変に明るく一緒に対応してくれて心強かったです。2 年目チーフは修了のため最後の
ミーティングでしたが、きっとまたどこかで会えると信じて笑顔で
見送ります！チーフレジデントお疲れ様でした！

COVID-19 に対する医学研究科・附属病院の
取り扱いについて

＊感染防⽌を我が事としてとらえ、責任ある⾏動をとってください。
＊感染防⽌策を講じていない飲⾷店、カラオケ店への出⼊りを⾃粛してください。
事務方新メンバー
2 年目研修医 山本 顕先生
＊歓送迎会、花⾒による宴会、⾃宅での飲み会（宅飲み）など、
案内
“研修医のみなさんへ～1 年目のこれだけは！～”
⼤⼈数・⻑時間の飲⾷は⾃粛してください。
感染症内科 大路 剛先生
4 月より総合臨床教育センターに
＊会⾷の際は、
★研修制度必修講義 ”予防接種の概念“
新たなメンバー 森部 遥(もりべ はるか)さんが
・1 グループ 4 ⼈単位
腫瘍・血液内科 松本 咲耶先生
加わりました！
・⻑時間の飲⾷は控える（2 次会はダメ）
“CBC の読み方・考え方～”
事務担当とともに研修医の皆さんの
・会話の際は、扇⼦やマスク等により、⾶沫を防⽌
8 北看護師長 三井 由起子師長
サポートを⾏います。
＊会⾷後、数⽇間は⼈との接触に注意するなど、
“ポイント押さえてナースの心を掴め！
今後ともよろしくお願いいたします♪
「⼈にうつさない」⾏動をしてください。
研修医に求めるルール&マナー～”

