
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部 友美 先生 

 

（1 年目：長崎市立市民病院） 

 

室長：１年目を外にした理由は？ 

阿部：内科とか基本的なことを市中病院でやってから、２年目で専門的なことを

大学でやろうと思ったからです。 

室長：もう、どこに進むか決めたの？ 

阿部：なんとなく考えています。 

室長：１年目を大学の外で研修してみて、どうでした？ 

阿部：良かったです。いろんな科で沢山症例を経験できました。研修医として、

市民病院は働きやすかったですよ。これをやりたい、と言ったら、やらせ

てくださいましたし。雰囲気も良かったし、質問もしやすかったです。 

室長：大学では、どういう研修をしたい？ 

阿部：やっぱり知識の習得がいまひとつでしたので、大学ではじっくり勉強した

いですね。 

室長：頑張ってください！ところで、引っ越ししたの？市内から市内だけど。 

阿部：はい。長大病院の借り上げマンションに入ったので、とても助かりました。

いい部屋だし、敷金礼金もいらなかったし。 

室長：良かったね。また新しい気分で、出発ですね！ 

阿部：はい、頑張ります！ 

 

 

 

 

谷口 寛和 先生 

 

（1 年目：日本赤十字社 

長崎原爆病院） 

 

室長：学生時代との大きな違いは何か感じた？ 

谷口：周りから、「先生」と呼ばれる事ですかね。そうか、自分は先生なんだ。

しっかりしなくちゃと、よく思いました。 

室長：なるほど、それは大きな違いだよね。 

谷口：最初は、照れくさかったんですが、「先生」と言われる立場になったから、

責任感を持って頑張らなければと思いました。 

室長：働き心地はどうだった？ 

谷口：良かったです。コメディカルの方がよく動いてくれたし。 

室長：忙しかった？ 

谷口：そうですね。内科では５～１０人の患者さんを受け持っていました。検査

は、心カテとブロンコにつきました。外科では、毎日手術に入り、前立ち

で入ることも多く、自分でも執刀させてもらえたりしました。もちろん、

指導医の先生が付きっきりでしたが。 

室長：すごいね。麻酔科はどうだった？ 

谷口：６０例くらいかけさせてもらいました。いろんな先生がいましたので、勉

強になりました。 

室長：将来的なビジョンはある？ 

谷口：いろんな所に行きたいですね。海外にも。そして、最終的には出身地の長

崎で頑張りたいですね。 

室長：いいね～。それなら、キャリア支援室主催の英会話教室に参加して、今年

から始まった研修医の短期海外研修制度を利用したらどう？ 

谷口：はい！是非、お願いします！ 

 

 

 

佐藤 秀憲 先生 

 

（1 年目：佐世保市立総合病院） 

 

室長：佐藤先生の出身はどこ？ 

佐藤：北海道出身で、旭川医科大を卒業後、縁もゆかりもない長崎に来ました。 

室長：えっ～、また、なんで？ 

佐藤：感染症を勉強したいと思って。東京にも行こうかと思い、いろいろ調べた

りしたんですけど、意外と３年目以降に留まることは難しそうで・・・そ

の点長崎は、受け入れが良かったので、長崎に決めました。 

室長：いいよ～。来るもの拒まず、ちゃんと面倒みますよ！将来は？ 

佐藤：研究をしたいと思っています。それでごはんが食べていけるんだったら、

基礎研究をしたいと思っています。 

室長：大丈夫さ、頑張れば道は開けるよ。後期研修も基礎コースがあるし、でき

る限りサポートするよ。ところで、佐世保市立総合病院はどうでした？ 

佐藤：忙しかったし、北海道から来たので知らない人たちばかりだったけど、 

いい仲間と先輩に出会えました。 

（ここで、突然、たまたま、佐世保で先輩だった循環器内科の高原靖先生来室！） 

高原先生：お～っ、なにしてる！佐藤！ 

室長：誰？ 

佐藤：知りません！（大爆笑） 

 

 

 

渋谷 亜矢子 先生 

 

（1 年目：日本赤十字社 

長崎原爆病院） 

 

室長：１年間どうだった？ 

渋谷：忙しかったですね（笑）。 

室長：そんなに？ 

渋谷：内科を３か月ずつ２度回ったんですが、２度目はかなり忙しかったですね。 

室長：戦力としてみなされたんだよ。 

渋谷：う～ん、どうですかね。難しい症例に沢山あたって・・・ 

室長：例えば？ 

渋谷：原因丌明の呼吸丌全で人工呼吸器管理になってなかなか離脱できない症例

とか。いろいろ調べたり、検査を大学に依頼したりとかしたんですけど、

はっきりした原因がわからず・・・ 

室長：大変だったね。今の医学でも、分からないことは結構あるからね。 

渋谷：そんな時に、別の患者さんが病院から勝手に逃げ出したりとか・・（笑） 

室長：捜索に行ったの？ 

渋谷：そうなんですよ（笑）。外の病院では、一人でやることがいろいろあるの

で、勉強になりました。救急車の対応とかもファーストタッチはとりあえ

ず任されるし。度胸だけはつきました。 

室長：それで十分！２年目の抱負は？ 

渋谷：やっぱり、十分に勉強する時間がなかったので・・・ 

室長：頭を鍛えたい？ 

渋谷：そうです（笑）。じっくり調べたいし、本も読みたいし。 

室長：検索ツール DynaMed を利用してね！実力アップセミナーにも、是非参

加してください！ 

渋谷：はい！ありがとうございます。頑張ります！ 

長崎大学の協力病院の研修もＧＯＯＤ！ 

今回は、１年目の研修を協力病院で終えて、長崎大学へ戻ってきた２年次研修医の皆さんにインタビューしました！ 
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英会話教室が、5 月 6 日（木）から開催されます！ 

COURSE TITLE：Effective Presentation Skills for Medical Professionals 

INSTRUCTOR：Luc Loosveldt (16 years of experience teaching English) 

TIME：Every Thursday  19:00 - 20:00 (total of 8 classes) 

Maximum # of Student：6 

Those who are interested in taking the course should apply in e-mail to the Career Development Center 

 (career@ml.nagasaki-u.ac.jp), briefly stating the reason why you wish to attend the course by 20th April 2010. 

 

 

 

EBM 情報検索・診療サポートツールの DynaMed は、長崎大学病院に所属の方は、全員無料で使用できます。 

院内のパソコンはもちろん、院外でも、お手持ちの PDA や iPhone/iPodTouch にインストールしても使用できるので、大変便利です。 

院外で使用される場合、ID/パスワードが必要になりますので、キャリア支援室へお問い合わせください。 

DynaMed ホームページ：http://www.ebsco.co.jp/medical/dynamed/ 

 

 

 

年に数回、長崎・佐賀の若手医師のための実力アップセミナーを開催しています。是非、ご参加下さい！皆様の参加をお待ちしております♪ 

詳細は、ホームページ・ブログをご覧ください。 

 

開催日 時 間 内 容 講 師 

4 月 25 日 

（日） 
13：00～17：00 

第 6 回 実力アップセミナー 

心電図の読み方の実践的基本についての講義、 

個別添削方式心電図道場 

（※申込みは締め切りました） 

長崎大学病院 循環器内科  前村浩二先生 

長崎医療センター 循環器科  中原賢一先生 

佐賀大学医学部附属病院 循環器内科  吉田和代先生 

長崎大学病院 循環器内科  小出優史先生 

長崎市民病院 循環器内科  中嶋寛先生 

長崎原爆病院 循環器科  神田宗武先生 

健康保険諫早総合病院 循環器内科  児島正純先生 

5 月 15 日 

（土） 
16：30～18：45 

第 7 回 実力アップセミナー 

演題：輸液の基本的な考え方 

－病態生理の理解をベッドサイドで活かそう 

（※4 月 30 日（金）まで、申込み受付中。 

詳細は、ホームページをご覧ください。） 

大船中央病院 内科部長  須藤博先生 

7 月 9 日 

（金） 
夕方（時間未定） 

第 8 回 実力アップセミナー 

演題：症例プレゼンテーションスキルとその重要性 

（※申込みはまだ開始していません） 

亀田総合病院 リウマチ膠原病内科  

医長  岸本暢将先生 

9 月 23 日 

（祝・木） 
未定 

第 9 回 実力アップセミナー 

EBM ワークショップ 

（※申込みはまだ開始していません） 

社団法人地域医療振興協会 地域医療研修センター 

センター長  名郷直樹先生 

長崎大学病院 医師育成キャリア支援室（後期研修） 

〒852-8501 長崎市坂本 1 丁目 7 番 1 号 

TEL：095-819-7847 

FAX：095-819-7882 

MAIL：career@ml.nagasaki-u.ac.jp 

HP：http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/career/ 

「長崎大学病院 キャリア支援室」でも検索できます！ 

BLOG：http://careerngs.exblog.jp/ 

人気ブログ開設中！！どなたでも投稿下さい。 

ご連絡お待ちしています！ 

約 2 か月のコースになります。

将来、海外留学を考えている方

等、是非お申込み下さい！ 

ようこそ！長崎大学病院へ！！ 

← ４月から新メンバー４９名が仲間入り♪（●＾o＾●）♪ 

長崎大学病院は、やる気ある若者のハートを射止めました 


