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小児科プログラム
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
大石　高稔先生

で医師としてのスキルはどこまででも高めることができます。
　また小児プログラムの特徴としては、このプログラムでは当院一般病
棟２か月、NICU１か月、さいたま市民医療センターを１か月ローテー
トします。
　一般病棟では疾患の別に捉われず、あらゆる患者さんを診ることがで
きます。小児科の先生はどなたも優しく教育熱心で、子どもの細い血管
への点滴の入れ方からエコーの当て方、腰椎穿刺などの手技を丁寧に教
えてくださいます。NICUでは全身管理を学べ、commonな症例は市中
病院であるさいたま市民医療センターで学ぶことができるようになって
います。ICUもローテートするため、小児・成人のどちらも病態生理を
網羅的に習得できるようになっております。
　小児科はサブスペシャリティーを決めるまでは、呼吸器・消化器・神
経・内分泌・循環器・血液などなどあらゆる分野の疾患を診る必要があ
ります。当院での研修はそれらの基礎を学ぶのに非常に適した病院だと
思います。当センターの魅力は活字だけでは伝えきれません。是非見学
にいらしてください。一緒に働ける日を楽しみにしています。

　他の多くの病院と、当センターの大きな違いはスタッフの先生も研修
医も出身大学に偏りがないことだと思います。
　出身大学の偏りがなく、全員が勉強熱心でやる気に満ちた同期ばかり
が集まっているので、互いに切磋琢磨し合う環境が自然と出来上がって
います。私は九州の大学出身ですが、このような環境のもとで特に苦労
することなく研修生活を送ることができています。
　スタッフの先生方も当院の研修医上がりの方が多く、頼りになるだけ
でなく日常診療のなかで多くのことをご指導して下さいます。どの科で
もやる気さえあればどんな手技でも経験させてもらえるため、自分次第

産婦人科プログラム
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
横田　美帆先生

それぞれの希望に合わせて自由にコースを選択することが可能で
す。私は初期研修中、産婦人科プログラムにいながらもしっかり
内科を回りたいという希望があったため、内科病棟すべてを回れ
るコースを選択しました。産婦人科を重点的に回りながらも、内
科プログラムの人たちとほぼ同様に内科病棟を回ることができま
した。
　当院産婦人科は産科と婦人科に分かれローテーションします。
研修医である私が、基本診察から始まり会陰縫合やAUS、帝王切
開執刀、学会発表まで経験することが出来ました。私にとっては
考えるよりも体験するほうがより勉強になり、なによりモチベー
ションの向上に繋がりました。もちろん産婦人科に限らず、他の
科でも貴重な経験を実践的に行える環境です。
　産婦人科プログラムにいるからといって将来必ず産婦人科を選
ばなければいけないというわけではありません。少しでも産婦人
科に興味があったり、研修中産婦人科を重点的に学びたい方にも
お勧めです。ここには書ききれないくらい当院研修の魅力は沢山
あります。是非見学に来て、実際働く研修医から話を聞いたり、
病院の雰囲気を味わってみてください。

　当院は多くのレジデントも挙げている通り、専門性の高い大学
病院であるとともに、common disease を扱い、地域医療を担う
市中病院の特徴も持った大学付属病院です。研修医にとってまさ
にいいとこ取り！！私もそんな研修病院を探していました。
　また、周産期医療が学べるNICUもあり、産婦人科や小児科を考
えていた私にとってぴったりでした。さらに見学に来てみると、
教育熱心な先生や、真面目で優しそうな先生ばかり。女子として
は病院や寮が新しくきれいだというところも魅力的でした。当院
はそんな私の理想の研修病院です。
　私は前述通り、周産期医療に興味があったので産婦人科プログ
ラムに応募し、現在ローテーションしています。本プログラムは

内科系
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
安田　友佳先生

診療にあたります。2016年４月に救命救急センターを開設し、
病棟ではあまり経験できないcommon diseaseを十分に経験でき
るだけでなく、高度な救命医療に携わることができます。研修医
で診察・検査オーダー・治療方針決定を行いますが、分からない
ことや困ったことがあれば後期研修医や救急部医師に気軽に相談
でき、十分なバックアップ体制は整っています。
　私は内科を一通り経験したいと思い、内科系コースにしまし
た。内科系コースは内科以外に一般外科、産婦人科、麻酔科、小
児科、地域をローテーションするコースです。オプションとして
精神科、放射線科、CCU、ICU・感染症科などから３ヶ月分を自
由選択することができます。また、希望があれば栃木にある自治
医科大学附属病院で２ヶ月内科研修を行うこともできます。
　指導医の先生方は“教え好き”が多く、熱心に指導してくださ
るのも魅力です。研修医の人数は25人程度と丁度よい人数だと思
います。全国から研修医が集まり、楽しいこと・辛いことを共有
し、お互い切磋琢磨しながら研修を行うことができます。当セン
ターについていくつか述べましたが、百聞は一見に如かず、当セ
ンターに足を運んでみてください。

　研修先を選ぶポイントはいくつか存在すると思いますが、当セ
ンターはよく『大学病院と市中病院の中間』と言われます。つま
り、大学病院のようにacademicな疾患を扱い、学会発表や論文
作成の機会も与えられる一方、市中病院のようにcommon 
diseaseを経験する機会もある、ということです。
　日常的にカンファレンスや症例発表が多く、プレゼンテーショ
ン能力を鍛えることができます。また、２ヶ月に１回、アメリカ
から外国人医師を招き、英語でカンファレンスや症例発表を行う
機会もあります。外国人医師と１対１でのディスカッションもあ
り、英語に接する機会が十分にあります。英語だけなく、海外式
のプレゼンテーション法を学ぶこともできます。
　通年で救急当直があり、研修医１年目・２年目でペアを組んで

外科系
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
篠田　大悟先生

•大宮という立地は、自由気ままなあなたの余暇を無限に広げる
でしょう

　さて、何と言ってもここでの研修は非常に楽しいです。向学心
の高い同期や先輩後輩、他科をローテしていても親身に指導して
くださる教育熱心な指導医の先生方、時に優しく、時に厳しくも
ある愛情あふれるコメディカルの方々に囲まれた環境での研修は
充実しており、大学病院ならではの希有な疾患だけでなく、数多
くのcommon diseaseを経験できることで非常に有意義な日々を
過ごしています。加えて、僕は外科専門医志望コースですが、
ローテする各診療科の先生方は、僕が自身の志望診療科に進むま
でに学ぶべきことや、心構えを教えてくださいます。
　また、研修同期は苦楽を共にする大切な仲間です。自己学習の
ために夜遅くまで残ったり、各々が経験した症例を話し合った
り、時には休日を同期とあわせ、小旅行へ行ったりとプライベー
トも非常に充実しています。
　ぜひ、一度当センターへ見学にいらしてください。当センター
はあなたを後悔させません。

　当センターにおける研修で必ずや得られるメリットをご紹介し
ます。
•2016年度より救急が三次救急対応となり、救急初療にて今ま

で以上に幅広い患者層を診療することになりました。現在の救
急では、内科の基礎だけでなく、重症内科疾患や新たに外傷患
者の診療方法など実践を通し学ぶことができるため、積極性あ
ふれるあなたにはたまらない日々が過ごせます

•自治医科大学という特徴もあり、大学病院でありながら、研修
医の出身大学は様々であるため、新たな出会いや環境に恵ま
れ、好奇心の強いあなたには刺激であふれた日々が過ごせます

ホスピタリスト重視プログラム
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
石川　輝先生

断、治療方針などを決定していきます。②のハイレベルな総合医
療の真髄はこの朝のモーニングカンファレンスあってこそで、正
直言うとぼくはこのモーニングカンファレンスが一番勉強になっ
たと言っても過言ではありません（笑）大学病院ではなかなか体
感することのできない各科専門医のディスカッションに参加する
ことはぼくら研修医にとって非常に有意義な時間であることは間
違いないです。また③の通り、研修医に必要な救急症例をかなり
の数経験することができます。というのも、１年を通しての夜間
当直に加え、日中にも救急外来の対応する機会があるからです。
また治療・診断から退院まで一貫して患者さんと向き合えるのも
市中病院ならではです。また小児救急ではさいたま市内の約半数
の救急搬送を受け入れています。④にあるようにさいたま市民医
療センターは地域の中核病院として小児科で出会う月例数日の新
生児から、大学病院ではなかなかお目にかかることのない100歳
以上の患者さんまで多岐に渡ります。コメディカル、ソーシャル
ワーカーなどの複数の専門職の方々と協力して患者さんと関わっ
ていく全人的な医療を実践している数少ない病院です。
　ホスピタリストとはなにか！興味がありましたらさいたま市民
医療センターにぜひ一度見学にいらしてください！

　ホスピタリスト？なんだそれ？これがぼくがこのプログラムに
興味を持ったきっかけでした。本プログラムは専門性の高い疾患
を多く扱う大学病院とより典型的な疾患を経験できる市中病院の
両方を余すことなく研修することができる、たすき掛けのコース
です。
　市中病院の「さいたま市民医療センター」の特徴は
①朝８時の内科の先生方が全員集合するモーニングカンファレンス
②各科の垣根を越えたハイレベルな総合医療
③300床規模の病院による年間4000台以上の豊富な救急症例
④０歳から100歳以上の患者さんとの出会い
などなど。まず①は、前日の入院患者のプレゼンが内科医師全員
参加のもとで行われ、各科専門医の先生方の意見を総合して診
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ターについていくつか述べましたが、百聞は一見に如かず、当セ
ンターに足を運んでみてください。

　研修先を選ぶポイントはいくつか存在すると思いますが、当セ
ンターはよく『大学病院と市中病院の中間』と言われます。つま
り、大学病院のようにacademicな疾患を扱い、学会発表や論文
作成の機会も与えられる一方、市中病院のようにcommon 
diseaseを経験する機会もある、ということです。
　日常的にカンファレンスや症例発表が多く、プレゼンテーショ
ン能力を鍛えることができます。また、２ヶ月に１回、アメリカ
から外国人医師を招き、英語でカンファレンスや症例発表を行う
機会もあります。外国人医師と１対１でのディスカッションもあ
り、英語に接する機会が十分にあります。英語だけなく、海外式
のプレゼンテーション法を学ぶこともできます。
　通年で救急当直があり、研修医１年目・２年目でペアを組んで

外科系
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
篠田　大悟先生

•大宮という立地は、自由気ままなあなたの余暇を無限に広げる
でしょう

　さて、何と言ってもここでの研修は非常に楽しいです。向学心
の高い同期や先輩後輩、他科をローテしていても親身に指導して
くださる教育熱心な指導医の先生方、時に優しく、時に厳しくも
ある愛情あふれるコメディカルの方々に囲まれた環境での研修は
充実しており、大学病院ならではの希有な疾患だけでなく、数多
くのcommon diseaseを経験できることで非常に有意義な日々を
過ごしています。加えて、僕は外科専門医志望コースですが、
ローテする各診療科の先生方は、僕が自身の志望診療科に進むま
でに学ぶべきことや、心構えを教えてくださいます。
　また、研修同期は苦楽を共にする大切な仲間です。自己学習の
ために夜遅くまで残ったり、各々が経験した症例を話し合った
り、時には休日を同期とあわせ、小旅行へ行ったりとプライベー
トも非常に充実しています。
　ぜひ、一度当センターへ見学にいらしてください。当センター
はあなたを後悔させません。

　当センターにおける研修で必ずや得られるメリットをご紹介し
ます。
•2016年度より救急が三次救急対応となり、救急初療にて今ま

で以上に幅広い患者層を診療することになりました。現在の救
急では、内科の基礎だけでなく、重症内科疾患や新たに外傷患
者の診療方法など実践を通し学ぶことができるため、積極性あ
ふれるあなたにはたまらない日々が過ごせます

•自治医科大学という特徴もあり、大学病院でありながら、研修
医の出身大学は様々であるため、新たな出会いや環境に恵ま
れ、好奇心の強いあなたには刺激であふれた日々が過ごせます

ホスピタリスト重視プログラム
ジュニアレジデント（２年目）（平成27年入職）
石川　輝先生

断、治療方針などを決定していきます。②のハイレベルな総合医
療の真髄はこの朝のモーニングカンファレンスあってこそで、正
直言うとぼくはこのモーニングカンファレンスが一番勉強になっ
たと言っても過言ではありません（笑）大学病院ではなかなか体
感することのできない各科専門医のディスカッションに参加する
ことはぼくら研修医にとって非常に有意義な時間であることは間
違いないです。また③の通り、研修医に必要な救急症例をかなり
の数経験することができます。というのも、１年を通しての夜間
当直に加え、日中にも救急外来の対応する機会があるからです。
また治療・診断から退院まで一貫して患者さんと向き合えるのも
市中病院ならではです。また小児救急ではさいたま市内の約半数
の救急搬送を受け入れています。④にあるようにさいたま市民医
療センターは地域の中核病院として小児科で出会う月例数日の新
生児から、大学病院ではなかなかお目にかかることのない100歳
以上の患者さんまで多岐に渡ります。コメディカル、ソーシャル
ワーカーなどの複数の専門職の方々と協力して患者さんと関わっ
ていく全人的な医療を実践している数少ない病院です。
　ホスピタリストとはなにか！興味がありましたらさいたま市民
医療センターにぜひ一度見学にいらしてください！

　ホスピタリスト？なんだそれ？これがぼくがこのプログラムに
興味を持ったきっかけでした。本プログラムは専門性の高い疾患
を多く扱う大学病院とより典型的な疾患を経験できる市中病院の
両方を余すことなく研修することができる、たすき掛けのコース
です。
　市中病院の「さいたま市民医療センター」の特徴は
①朝８時の内科の先生方が全員集合するモーニングカンファレンス
②各科の垣根を越えたハイレベルな総合医療
③300床規模の病院による年間4000台以上の豊富な救急症例
④０歳から100歳以上の患者さんとの出会い
などなど。まず①は、前日の入院患者のプレゼンが内科医師全員
参加のもとで行われ、各科専門医の先生方の意見を総合して診


