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病院説明会

はじまりました！

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るため、現在病院見学や全国のマッチングイ
ベントも休止の状況です。
そこで！本院では『WEB病院説明会』を随
時開催しています♪
研修概要の説明や研修医への質問コー
ナー、卒後センターの施設紹介など、約1時間
でギュッと詰め込んだコンパクトな内容に
なってます。研修の概要から研修医の本音、ま
た宮崎大学に限らず研修に関する様々な質問
にもお答えしますので、皆さんの研修病院選
びの参考になること間違いなし！です。
全国の医学部学生はもちろん、宮大生も大
歓迎です！参加希望者は、お気軽に卒後臨床
研修センターの Web サイトでお申し込みく
ださい。多くの皆さんのご参加を心よりお待
ちしております！

先輩研修医が研修病院選びのポイントを
熱く解説！

先輩研修医が宮大研修の実際を本音でトーク♪

医科：毎週月曜 17:00 〜 約 1 時間
歯科：毎週木曜 13:30 〜 約 1 時間

全国の医学部生も
みんな参加できるよ！
待ってるニャン♪

申込・お問合せは
こちら

研修センター施設もご紹介♪

今年の臨床研修マッチングがスタートしました！
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「宮崎大学医学部生対象マッチング登録説明会
＆県内７基幹型病院臨床病院合同説明会」を開催！
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宮崎大学医学部にて、6月12日（金）に医学科6年生を主な対象とした説明会を開催
し、医学科生103名が参加しました。
宮崎大学卒後臨床研修センターの小松センター長から全国のマッチングの仕組み
や登録方法について説明が行われた後、県内に7つある基幹型臨床研修病院（県立宮
崎/日南/延岡、古賀総合、宮崎生協、藤元総合、宮崎大学）から各研修プログラムの概要
や特徴が紹介されました。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、動画配
信を基本とした病院紹介でしたが、各病院の研修の雰囲気や研修医の声、研修コンセ
プトなどが迫力ある映像で伝えられ、それぞれの病院の特徴が短時間で伝わる素晴
らしい会となりました。6年生と病院とのマッチングがスムーズにいくことを願いつ
つ、この場をお借りして関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。

研修医レポート♪
医科研修

大自然・高千穂で地域医療に触れる
２年次

医科研修医

吉田 佳奈
佐藤医院さんでの訪問診療

修では入院中の患者さんし
もともと学生の頃から地域医療には興味があり、中でも観光地
か目にすることはありませ
として有名な高千穂で過ごしてみたいというやや邪な気持ちも
あって（笑）、今回高千穂町立病院を選択させていただきました。 ん が 、退 院 後 も（ 退 院 後 こ
そ！）患者さんの生活がある
結論から言うと、大変有意義な研修をさせていただくことがで
のだということを実感しま
き、行って良かったという気持ちでいっぱいです。
研修医は午前中はほぼ毎日、新患の外来を診ます。と言っても、 す。他にも町の一般病院、精
神科病院、老人ホーム等、高
研修医の勉強になりそうな
common な主訴の患者さん
千穂の医療をまるごと経験
をピックアップしてもらえま
できました。
す 。し か も 上 級 医 の バ ッ ク
患者さんとの距離が近く、
アップ付き・フィードバック
地域で重要な役割を担う町
付きという、研修中だからこ
立病院での研修は、まさしく
そ可能であろう恵まれた環境
「地域医療研修！」でした。地
です。最初は緊張しますが、慣
域医療に興味がある方はも
れるととっても楽しく、
「 あ、
ちろん、そうでない方でも、
訪問リハビリで
この症状、この前みた！」とな
地域医療の面白さが分かる
患者さんと歩いた道
ることも出て来て、経験値が
のではないかなと思います。
目に見えて増えていく実感が
宿舎は高千穂神社の目の前、高千穂峡のほど近くという贅
あります。
沢な立地の立派な一軒家です。住民の方々は優しく、スーパー
午後は日替わりで訪問診
や美味しい飲食店も充実しており住みよい町でした。
療・看護・リハビリや、学校検
風光明媚な環境のもと、とっても良い経験ができ、後輩のみ
診等に同行します。普段の研
なさんもおすすめです。
高千穂峡 真名井の滝

歯科研修

宮大で実践的な研修を経験！
１年次

歯科研修医

久保田 壽樹
卒後センターでの様子

医学部附属の病院であることから、医科歯科のつなぎ目の無
い医療を体験できる！実践できる！と考え、宮崎大学医学部附
属病院での研修を選びました。
実際に研修を始めてみると、授業で習ったこと、国家試験で覚
えたこと、あんなに苦労して勉強したことなど、実は医療の中の
ごく狭い範囲での事だったのだと痛感し、国家試験を合格し、い
ざ歯科医師として働く嬉しさよりも、これから更に勉強し経験
を積まなければならないのだと、気を引き締められました。
病院では、早くから実践的に抜歯や生検などの小手術を上級
医指導の下、実際に行えます。これは他の研修施設ではなかなか
経験できない、実践を積めるチャンスです。

全身麻酔で行う手術でも研修医が術野に入ることも少なく
ありません。
毎週一度あるカンファレンスでは埋伏歯から、顎変形症、悪
性腫瘍まで様々な症例が議論され、一般歯科では体験すること
の出来ない幅の広い症例に触れることができます。外来処置か
ら、手術、病棟管理、術後のリハビリまで1つの施設でここまで
経験できる施設は他にはないと思います。

カンファレンス
の様子

歯科口腔外科手術
の様子

卒業後、一般歯科を考えている人にも一度、宮崎大学の口腔
外科を体験することは絶対に力になると思います。
長くなりましたが、宮崎大学での研修を選んだことに満足し
ていますし、日々、充実した生活を送れていると胸を張って言
えます。

宮崎大学医学部附属病院 医師臨床研修特別功労賞を贈呈

宮崎県立延岡病院

宮崎大学医学部附属病院では、県内に56 の病院・施設と連携し、多くの指導医の先生方やメ
ディカルスタッフの方々の熱い情熱によって、多様な研修環境と領域の中で研修医を育成して
おります。この度、その中でも特に研修医を多く受け入れて指導・育成に尽力いただいている研
修協力病院に対して、本院より特別功労賞として表彰させていただきました。

1.
2.
3.
4.
5.
6.

特別功労

土居副病院長

宮崎県立宮崎病院

菊池病院長

都城医療センター

吉住病院長

表彰機関

宮崎県立延岡病院
宮崎県立宮崎病院
独立行政法人国立病院機構 都城医療センター
公益社団法人宮崎市郡医師会 宮崎市郡医師会病院（当日はご欠席）
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院
医療法人社団誠友会 南部病院

潤和会記念病院

南部病院

表彰式では、受賞病院の代表者挨拶に加え、それぞれの病院で研修した研修医からも感謝の想
いを綴ったメッセージビデオが放映されるなど、これからの宮崎の医療を支える研修医と指導
関係者との双方の 想い が重なって実現している本院研修の素晴らしさを改めて認識できる式
典となりました。
宮崎大学ではこれからも県内の様々な病院・施設にお世話になり、研修医を育てていく All
Miyazakiの研修フィールドを維持したいと考えております。今回は代表して６病院様に感謝の
意を示す形となりましたが、改めて全ての協力型病院・協力施設様に日頃のご尽力に深く感謝を
申し上げます。

佛坂副病院長

山成病院長

研修医からのメッセージ

研修指導医対象『研修評価説明会』開催しました！
令和２年度は 2つの研修ルール が併存して進行する移行期になります。そこで、新
しく変わった研修ガイドラインに沿った到達目標や指導、評価、そして新たに研修評価
を行うために開発されたEPOC2の入力方法など、新制度での研修指導を中心に説明会
を行い、院内外から指導医30名に参加いただきました。
指導医の皆様におかれましては、今年の1年次研修医から各診療科での研修終了ごと
にEPOC2への入力が必要となりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いします。
ご不明な点などございましたら、卒後臨床研修係までお問合せください。

説明会当日の様子

宮崎県内の専門研修プログラムを紹介！
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11 「宮崎県専門研修合同説明会」を開催！

7月11日（土）、シーガイアコンベンションセンターにて、研修医・医
学生を対象とした『宮崎県専門医プログラム合同説明会』が開催されま
した。
宮崎県臨床研修・専門研修運営協議会と宮崎県地域医療支援機構、宮
崎大学によるAll Miyazaki体制での説明会で、今年はソーシャルディ
スタンスを保つ目的から、４階サミットホール「瑞樹葉」という2000人
収容規模のホールにて開催。県内の研修医や医学生、指導医など、総勢
全体説明会の様子
180名以上の参加がありました。
冒頭で宮崎県臨床研修・専門研修運営協議会副会長の小松先生（宮崎
大学医学部医療人育成支援センター）から新専門医制度の概要説明が
あった後、県内6専門研修基幹施設の専門プログラムの概要説明、各領

個別ブース相談の様子

研修スキルアップレクチャー

域ブースでの個別相談会が行われました。
本説明会では宮崎全体で専門医制度を盛り上げていく熱い意気込み
が感じられ、専門医養成の方向性を共有できる素晴らしい会となりま
した。研修医たちが今後歩む長期的な医師キャリアの道標になってく
れることを望んでいます。

『内科はじめの一歩』再開しました！

自粛していた『内科はじめの一歩』が6月29日にようやく再開しました。第一弾
は消化器内科が担当する腹部エコーのハンズオンレクチャー。研修医11名が参加
しました。3 ブースに分かれて、参加者の中から被験体になってもらい実際にエ
コーを当てて勉強するスタイルで進みました。消化器内科のメンバーが「これは
門脈だね」
「もっと倒して……息を吸って〜……」などと指導。エコーは短時間で
被爆なく、ベッドサイドで行える有用な検査で、経験する機会も多いはずです。指
導医は「研修医で救急を回っている合間に、暗闇で一人自分のお腹で練習してい
た頃を思い出し、通りかかった看護師さんをビビらせてしまったなあ……」と回
想したのでした。
研修医の皆さん、各種レクチャーにドシドシご参加くださいね！

3日（月）、18日（火）

8月 13日（木）、27日（木）
9月
10月
11月

行事案 内

（ 8 月 〜 12 月 ）

医師臨床研修マッチング面接（実地、及び Web 面接）

歯科医師臨床研修マッチング面接（ Web 面接）

3日（木）、10日（木）

歯科医師臨床研修マッチング面接（ Web 面接）

13日（日）

レジナビフェアｉ
ｎ東京

20日（火）

歯科医師臨床研修マッチング決定

22日（木）

医師臨床研修マッチング決定

1日（日）

eレジフェア西日本

未定

第１回医科研修管理委員会、第２回歯科研修管理委員会

28日（土）

研修ローテート選択説明会・修了説明会

・13日（日）
12月 12日（土）

指導医養成講習会【宮崎県医師会】

新たに制作した
専門研修プログラム冊子
冊子の入手方法や当日の
様子など、詳細はこちら
をチェック！

