第32回医科同窓会病院部会
お茶の水セミナー開催報告

草加市立病院
病院長

高元 俊彦

（鹿児島大・昭 49 卒）

平成 24 年 10 月 27 日（土）、第 32 回お茶の水セミナー

している後期研修医受け入れ制度は、大学医局に代わり

が草加市立病院（当番世話人：高元俊彦）で開催されま

東京都が地方から多くの医師を東京に集め医師の都会集

した。草加市は中山道の一つ目の宿場町として長い歴史

中を加速させているが、単に都立病院への医師確保策と

を有する町ですが、一部の方には

の方

なっており研修医のアカデミズムを含めて質の担保には

が馴染み深いかも知れません。会場は今年 4 月に開院し

課題が残ることが指摘されました。そのほかの一般演題

たばかりの心臓・脳血管センター5 階の大講堂を利用し

では、土浦協同病院からは感染対策への充実した組織造

ました。この講堂は市民向けの健康講座を恒常的に開催

りが、青梅市立病院からは緻密な医療安全対策への体制

するために併設したものですが、1 階には草加市により

造りが提示され大いに学ぶものがありました。

草加せんべい

救急車常備の救急司令室と毎日夕方 7 時にオープンする

特別講演は、土浦協同病院長の家坂義人先生で、日本

こども急病夜間クリニックが医師会運営で設置され、2

で初めて臨床で不整脈にアブレーション治療を行った医

階心臓センター、3 階脳血管センター（ICU を兼ねる）

師であり、これまで多くの優秀な後進医師を育成し、現

は血管造影室、手術室を配し、各階とも 1000 m の広さ

在もなお臨床に没頭している彼ならではの講義であった

を有しています。全国的には自治体病院への繰入金（市

思います。

2

税投入）が厳しい中にあって、当院は恵まれた環境にあ
るといえます。
例年どおり、セミナーに先立ち病院部会幹事会が開催

一時、休憩を挟んで、草加市田中和明市長より参加者
への歓迎と病院部会に対する感謝のご挨拶があり、いよ
いよメインのシンポジウムが開催されました。

され、会長藤原秀臣先生から今後も東京医科歯科大学教

シンポジウムはまず臨床教育研修センター長の田中雄

授会や大学執行部との緊密な連携の下、病院部会の活発

二郎教授から基調講演があり、現在は大学医局から離れ

な活動を行っていく旨の指針が示されました。次に 33 回

て卒後研修を行う医師が増える中で、大学と関連病院が

セミナー当番世話人の国立病院機構災害医療センター病

教育理念、評価法などを共有しながら、研修プログラム

院長、髙里良男先生から、来年度の開催は 11 月 2 日（土）

を実施する必要性が強調されました。続いて各シンポジ

を予定し、その運営方針は今年と同じ趣旨で関連病院共

ストからの発表があり、まず 2 人の研修医からは実際の

通の話題である経営、医療安全、患者・職員満足度など

研修の満足度や不十分と感じられた点などが具体的に挙

に焦点をおいた企画とすることが提案されました。ま

げられ、指導医からは研修医にとって興味のある分野と

た、次々回担当の部会副会長で東京共済病院長、桑名信

薄い分野の温度差にどこまで踏み込んで研修医に接する

匡先生からは、来春から大学敷地横に同窓会館が建設の

ことができるのかという問題点が指摘されました。次に

運びとなっており、平成 26 年度に落成すれば、セミナー

研修医受け入れ病院の病院長からは、単に制度上の整備

会場として絶好のお披露目の機会になる予定とのお話し

のみならず自らが率先して指導をする情熱をもつて研修

も頂きました。

医に接することの大切さが示されました。人気を博する

セミナーは、これまでどおり一般演題から始まり、今

日下隼人先生、若さが光る丹羽明博先生のプレゼンでし

回とくに研修医の教育問題にフォーカスをあてた関係か

た。秋田から参加した秋田大学附属病院長の伊藤宏教授

ら、英国での研修医制度や東京都の後期研修医制度（医

は、研修医問題でも地域格差は大きいが、母校である東

師アカデミー）に関する発表がありました。英国の医療

京医科歯科大学と研修医を相互に派遣するプログラムを

は計画医療であり、国民の医療費がほぼ無料で提供され

展開し、交流を図っているという報告がありました。英

る高福祉社会ですが、医師は専門医より総合医の方が尊

国における医師と病院の計画的配置など、地方が単に負

敬を得られ待遇も良いことから、総合医をめざす研修を

け組に終わらないシステムをそろそろ考える時がきてい

希 望 す る 医 師 も 多く、 マッチ ン グも 人 と 施 設 の 1 対 1

ると思いました。シンポジウムのまとめは、田中教授が

マッチングではなく、地域と病院群によるマッチングで

話された「だれにでも研修医の時代があり、長い年月を

あることなど興味深い発表でした。一方、東京都の実施

経ても指導医の暖かさを忘れない人間関係をつくる」と

いうことに集約されるのかもしれません。

た方にも同窓でなければ味わえない豊かな交流があったと

閉会にあたり、佐藤同窓会理事長からこの会が成功裏に

思います。この宴舞台は残念ながら写真には登場しません

終了したことに対し、参加者へのお礼と、病院部会の更な

が、ご想像下さい。終わりに、セミナー運営の裏方舞台は

る発展を期してご挨拶を頂きました。

看板書から道案内まで全て

セミナー修了後は、かつての武内内科の門下生として座
敷宴会場へと皆様をご案内致し、遠方から駆けつけて頂い

第 32 回お茶の水セミナープログラム
当 番 幹 事 草加市立病院
当番世話人 病院長 高元俊彦
日時／平成 24 年 10 月 27 日（土）
場所／草加市立病院

【一般演題】 14 : 00〜15 : 00
座長

草加市立病院副院長

土屋史郎

１．英国における初期研修の現状
草加市立病院 消化器内科 河本亜美

Imperial College London（H 20 卒）
２．当院における救急医療の特色：画像診断と
救急ステーション
草加市立病院救急科 1）、放射線科 2）、脳神経外科 3）
 南和 1）、鈴木恒夫 1）、西川幸宏 1）、中川恒明 2）
新井俊成 3）
感染対策への取り組みと成果
JA 茨城県厚生連土浦協同病院 感染管理チーム
1）看護部感染管理室、2）薬剤部、3）麻酔科
4）小児科、5）呼吸器内科
湯原里美１）、椿 浩之２）、近藤 司 3）、渡辺章充 4）
高部和彦 5）
４．当院の医療安全体制
青梅市立総合病院 医療安全管理室長
産婦人科 陶守 敬二郎
５．都立病院後期研修制度としての
東京医師アカデミーの功罪
多摩総合医療センター 内科 西尾康英

公務員的残業振替休日無し

の指令を受けた事務部隊で臨んでおりますので、至らな
かった点はご容赦下さるようお願い致します。

【シンポジウム】 16 : 00〜17: 40
「関連病院における研修医の育て方と指導医の役割」
座長
田中雄二郎
東京医科歯科大学臨床教育研修センター長

矢内常人

草加市立病院診療部長

１．研修医の育成─関連病院に求められるもの
（基調講演）15 分
田中雄二郎 東京医科歯科大学臨床教育研修センター長
２．研修生活ここが満足、ここが不満
（研修報告）各 10 分
草加市立病院 佐藤 健（管理型研修医 2 年）
草加市立病院

矢田沙和子（大学プログラム研修医 2 年）

３．研修医指導者の立場から 10 分
草加市立病院循環器内科部長 稲垣 裕
４．人気研修病院として
（大学からの研修医受け入れを含めて） 10 分
武蔵野赤十字病院副院長 日下隼人
５．協力病院の立場から 10 分
平塚共済病院長 丹羽明博
６．大学と協力病院の連携について 10 分
秋田大学附属病院長 伊藤 宏
討

論 （一部会場参加者からの発言を含めて）25 分

まとめ

田中雄二郎教授・矢内常人診療部長

【特別講演】 15 : 00〜15 : 40
座長 草加市立病院 病院長 高元俊彦
講師 土浦協同病院 病院長 家坂義人
演題「我が人生－不整脈の先端治療にとりくむ」

① 施設見学
② セミナー会場風景
③ ④ ⑤ シンポジウム

