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特  集 協 同 病 院 の

初期研修
臨床研修指定病院

新人看護師基礎技術・ローテーション研修開始
　各部署の特徴や病院を理解するために、外来、手術室、病棟などの職場を回り、指導者の見守りのも
と看護援助や採血、留置針を挿入するなどの練習をしました。
　グループごとに毎日その日学んだことを振り返り、夕方は全員で看護の特徴や学んだことを報告し合
いました。お互いに思いやり助け合うことで、チームワークも強くなり同期全員のことをよく知る機会
になりました。
　すべてのスタッフが関わり新人看護師を見守った看護職場のローテーション研修は、今年度からの取
り組みですが、技術中心ではなく「社会の動きを考えるきっかけを学ぶ」「患者会の様子を知る」「地域を知
る」等、埼玉協同病院に入職した社会人としての意識が高まったことが大きな成果です。

～桜だより
と共に～
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入 職 の き っ か け
――埼玉協同病院に入職を決めた（奨学生
になった）のはいつですか。そのきっかけは。
尾内：5年生の夏です。家庭医になりたいと
いう希望があって、そういう活動をしている
ことを知っていたので、同級生に誘われて、
奨学生になろうと思って見学に来ました。
松村：僕は、中学まで家がこの病院の近く
で、家族も病院にお世話になっていたのが
きっかけで、高校生の時に2回、「1日医師体
験」に参加しました。医学生の時も実習に参
加して、2年生の時に奨学生になりました。
松原：私は6年生のマッチングが終わって

からです。大手町病院(北九州にある民医連
病院)で、往診や診療所の活動などで、地域
の人と一緒に作っていく民医連の活動がす
ごく良いと思い、同じ民医連の病院が地元
の埼玉にあると聞いて実習させてもらった
のがきっかけでした。

患 者 の 背 景 に 踏 み 込 む
埼 玉 協 同 病 院 な ら で は の
研 修
――1年目を振り返ってどう感じています
か。
松村：大学でも学生実習はやってきたので
すが、生活にここまで介入するのは、地域

協同病院の

埼玉協同病院では、２年連続で定員を
満たした７人の初期研修医が入職し、
あわせて14人が元気に学んでいます。
２年目研修医の３人に研修の様子を
語っていただきました。

研修医座談会
地域を学び、集団で高めあう。
埼玉協同病院の研修の魅力

初期研修

を知らないとできないこと。ソーシャル
ワーカーや他の職種と話し合いながらの地
域の活動は魅力です。その点では思ってい
た以上のものでした。
松原：やはり患者さんとの距離が近いのは
感じます。若干物足りないのは、地域での
学習会などに研修医が参加する機会が少な
いこと。いろいろなことに参加し、話すこ
とで意識も変わると思うので、どんどん参
加していきたいです。
松村：経済的・社会的に問題を抱えて、ギ
リギリの生活で倒れてしまったような人が
救急車で運ばれて、生活背景の深いところ
まで立ち入る事例が多いのは、この病院だ
からこそだと感じています。
尾内：それは大きな特徴だよね。
松原：足りない部分もありますが、基本的
には将来的にこういう方向に進みたいとい
うのがある程度イメージできた、意味の
あった一年間だったと思います。
尾内：1年前は想像もつかなかったのです
が、今は成長を感じられて満足感がありま
す。自分に足りないものやなりたい医師像
が、具体的に見えるようになってきました。
松村：後輩が入ってきて一緒に回っていて、
勉強しないといけないと毎日思わされます。
頭から抜けていっている知識も多い。また、
同期で進み方もちょっとずつずれてきて、
僕は手技経験数がみんなより少ないので、

「1年目の研修医が入ってきたから回数減
るなぁ。あと1年同じ回数じゃ、みんなに
追いつけないな」とか、焦りを感じる部分
もあります。
松原：1年目の研修医にどう教えたらいい
のかは悩みます。全部説明した方がいいの
か、自分で調べてもらったほうがいいのか、

相手にもよるんですが…。
尾内：実習や見学と違って研修医になると、
上の先生の診療をまじまじと見るという機
会が減るんですよ。自分でやらなきゃいけ
ないから。
松村：僕は診療所で、短時間の診察でも患
者さんが文句ひとつ言わず笑顔で帰ってい
くのを見ましたが、確かにそういう上の先
生の診療を見る機会は少なくなるよね。
尾内：私はまだこれから。どの先生もすご
いところがあるので、自分だからこそでき
ることを模索しているところです。
松村：僕らが患者さんに聞いて足りないと
ころを守谷先生（指導医）が聞いてくれて、
そういうふうに聞けばいいんだとか、そう
いうことを聞かなきゃだめだなとか、毎回、
回を重ねることによって慣れてくると思い
ます。

病 院 に 望 む こ と
――病院に対する要望はありますか。
松村：院長室を空けていただいて(笑)、病
院としては初めての2年目研修医の控え室
を作っていただいて、すごくありがたいで

す。ただ、要望を言うとすると、去年は同
じ部屋に2年目の先生がいて、ちょっとし
たことを相談して、アドバイスをもらった
り。部屋の中で解決できたのはとてもよ
かったなと。
尾内：別々でも近い部屋が欲しいです。1
年目のことを相談する時は、2年目の部屋
だからできるんですけど。今は離れちゃっ
て、お互いに動向がわかりにくいというの
はありますね。

み ん な で も つ れ あ っ て 、
高 め 合 っ て
松村：これだけは言うようにと言われてい
るんですが、僕は研修医のリーダーをやっ
ているので…。
尾内：14人のリーダーです。
松村：14人でまずは楽しく、お互いに協
力して１年間頑張って。
尾内：足を引っ張り合わないように。
松村：同期には、しっかりしてる人もいっ
ぱいいるんで（笑）
尾内：（笑）
松村：医学生の皆さんには、絶対大丈夫だ
よと伝えたいです。今年も来年もぜひフル
マッチに！
尾内：来てほしいです。
松村：みんなそれぞれの色があって楽しい
し、それをもっといい色に変えたいですね。
７人いるから、足をひっぱる仲じゃなくて。
尾内：高め合える仲です。
松原：高め合えているのかな。
尾内：高め合ってますよ、ちゃんと（笑）
もつれあいながら。
――ありがとうございました。

松村 憲浩医師
出身：聖マリアンナ医科大学

尾内 綾医師
出身：聖マリアンナ医科大学

松原 浩太医師
出身：群馬大学

座談会は終始和気あいあいとした雰囲気
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初 期 研 修 医 の 学 び
　医者として働く上での基礎となる２年間
は、どこに行ってもある程度のことができ
る基礎的・総合的な力を付けるときです。
そのためには、医学の知識・常識がどんど
ん変わっていく今日、問題を抽出したり、
課題を立てて自分で勉強していく姿勢を身
に着けることを学ぶ２年間でもあると考え
ています。

埼玉協同病院の初期研修

患者さんの不安を
想像しよう

　もう一つは、何よりも患者さんが何に本
当に困っていて、何を不安に思ってるのか
真摯に聞くことを大事にしようと教えてい
ます。患者さんが言葉にできない、その裏
にあるものを想像しようということです。
　入院で良くなっても、同じ環境のまま自
宅に帰していいのかを考えることです。も
ちろん医師一人の力では解決できません。
各専門職種の人たちとディスカッションし
て、チーム医療をまとめていくリーダー
シップの学びが重要です。
　そういう医療のやり方を初期研修の間に
体験できるのは、他職種との間がとてもフ
ラットな僕らの病院だと思います。

で き る 最 善 を 尽 く す
　研修医は本当に宝です。我々には、きち
んと成長させる責任があります。１年目の
研修医も患者さんの話を本当に丁寧に聞い
ています。診察するのに時間がかかります
が、それでいいと思います。その時点で自
分ができる最善を尽くして応えています。

それはずっと変わらない医師としての姿勢
だと思います。多分先輩医師や指導医の雰
囲気を感じてくれていると思いますし、研
修医には確実に伝わっています。適当に
やっていたらマネしちゃいます。
　今、病棟では指導医と、２年目と１年目
の医師がチームとなって同じ患者さんを診
ながら学びあっています。

大 事 に さ れ て る か ら
　２年目の研修医たちが「１年目と一緒に
14人が欠けることなく頑張って成長して
いきたい」と本気で思ってくれているのは
すごいことだと思います。研修医だけでな
く、多くの職員がみんな仲間になれるよう
に声掛けをしてくれているようです。飲み
会とかもやってるみたいで、今の若い人た
ちがそこまで後輩のことを思うのは、自分
たちが大事にされてると思えるからでしょ
う。とてもいい感じです。来年もそうだっ
たら本物ですね。

総合的な力とチーム医療のリーダーとしての力。
埼玉協同病院の初期研修はしっかりとした土台を作る２年間。
研修プログラム責任者の忍医師に聞きました。 忍 哲也　内科部長　総合内科科長

高校生から指導医まで 
医師の学びと成長を支える
埼玉協同病院で医師を中心に全職員の教育研修を担う「S

スカイメット
KYMET」。

その活動内容について、市川大輔課長に聞きました。
市川 大輔　課長

SKYMET・市川課長に
聞く

埼玉協同病院教育研修センター
（Saitama Kyodo-hospital Medical 
Education and Training Center）、
略称S

ス カ イ メ ッ ト
KYMETは、埼玉協同病院の教育

と研修を担うセンターとして、2011
年３月に活動を開始しました。

医師を目指す高校生、医学生のサ
ポートから初期研修、後期研修、専門
医育成、指導医育成までを実施し、医
師の生涯教育を行う、当院の規模の病
院では珍しい部署です。現在、初期研
修医は14人、医学生の奨学生は13人
です。

高校生・受験生を対象にした「１日
医師体験」は 1992 年から実施し、
2008年からは県教育委員会の後援を
頂いています。年２回主には埼玉県内
の高校に案内し、県内の事業所合わせ
て年間120人ほどの高校生を受け入れ
ています。埼玉には国公立の大学医学

部がなく、医学部に進学する人の多く
は県外に出てしまいます。高校生の時
から当院の医療に触れてもらい、将来
こういう病院に勤めたいというイメー
ジを持ってほしいと思っています。

医学生の学びの面では、まずは実習
です。また、医学部だけでは学べない
医療情勢や平和の問題、震災ボラン
ティアなど、社会の問題と医療とを結
び付けて学ぶことを大事にしていま
す。その他、学ぶ上で困ったことがあ
れば、医学生担当のスタッフや
先輩医師が相談に乗ります。

埼玉協同病院の研修のポイン
トは「総合力」です。総合的な力
量を土台に持ち、その上で専門
性を身に付ける。卒後２年間、多
種多様なものを体験した上で、
自分の進路を選択してほしいと
思います。３年目から別の進路を

選択するにしても、必要となる力です。
人口比での医師数が全国で最も少な

い埼玉県において、医療生協さいたま
は、全県に診療所や介護施設等を持っ
ており、活躍の場は多岐にわたります。
医療生協さいたまで医師になること、
それは埼玉の医療を担うことにつなが
ります。どんな医師になり、誰に貢献
し た い か ――　 医 学 生 の 皆 さ ん、
S
ス カ イ メ ッ ト
KYMETで一緒に学び、考えましょ

う。
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しかし、２年終わった時にやっぱり地元
に戻ろうかなという思いがよぎります。
病院の医療レベルは本当に標準的なのか
という思いがありました。

そんな時にある医師が言います。「ど
うせ戻るんだったら一人前になってから
戻った方がいいんじゃない」

一方では、「足りないところを自分が
学んで水準を上げたい」という思いもあ
り「それもそうだ。研修医で慣れた所、
気心知れた所の方がやりやすいかな」と
思いとどまりました。

どこに行っても通用する技術を身に付
け、協同病院の消化器内科の医療水準を
上げようと、その後埼玉医大総合医療セ
ンターをメインに、さいたま市立病院、
東大、日大、虎の門病院などと実にさま
ざまな研修に出ます。

総合医と専門医
例えば、自治体によっては専門医でな

いと行えない診療行為があります。水準
を確保する点からの必要性もありますが、
医療の機会均等としての点では問題があ
ります。しかし、現在の医療をめぐる流
れの中では制度に添っていないとできな
いことが増えて、協同病院でできないか
らと他院に紹介すれば、結局何万円もす
る高い差額ベッド料金を払わされてしま
うこともあります。
「僕は、専門医と言われるのは好きじゃ

ないんです。本当は総合医って呼ばれる
のが理想なんです。総合医は働く場所に

よって仕事の中身が変わります。協同病
院の内科医は外来でも病棟でも専門以外
の人を診るとき、自分は総合内科医だと
思っているんじゃないですか」

総合医がどこまでやるかは個々の判断
です。それは患者さんにとって良いと思
う、医師の感覚や、患者さんの希望に合
わせて対応しています。

当直の時に、子どもを診ていたら、「小
児科の先生呼んでくれ」とか、「何で消
化器の医者が肺炎診てるんだ」と言われ、
嫌な思いをすることもあります。

忍医師は、医師の総合力という点から
も専門医制度はあまり良くないと考えて
います。しかし同時に「患者さんや研修
医教育のためには専門医教育は必要であ
り、取った上で改善を求めていく必要が
ある」とも考えています。

協同病院のスタイルを
「以前は、研修指導医として『協同病

院の研修医を』と狭い姑息な思いもあっ

た」と笑います。最近は、もし初期研修
修了後に当院を辞めたとしても、技術と
はちょっと違う、患者さんに寄り添える
心や患者さんの話を聞こうという、協同
病院で学んだスタイルを基礎に持ってい
てくれれば、世の中の人に役立つ医者に
なってくれると考えています。協同病院
のチーム医療からも学ぶところは大きい
と思っています。自然と意見を言い合う
対等なチームが普通だという感覚から、
患者の立場に立った良い医療が生まれる
と考えているからです。そしてその姿勢
は簡単にはほころびない。この医療観か
ら、協同病院を一度辞めた職員が戻って
くることもよくあります。

埼玉でがんばることが恩返し
「研修医たちが大事にされていると

思ってくれてるのはありがたいものの、
『研修医の症例発表だから行かなくちゃ』
と、みんな忙しい中でも、指導医たちが
普通に集まってきて、みんなで勉強して
もっと総合力上げていこうよっていう雰
囲気づくりが必要」だと話します。

最後に、忍医師は「みどり病院の人に
はすごくよくしてもらって、向こうも絶
対入ってくれるって思っていたと思いま
す。最後に埼玉にしちゃったんで本当に
がっかりさせたことは申し訳ないとい
うか、20年たった今も胸を痛めてます」
と言う忍医師はその分、埼玉で頑張るの
が恩返しだと今も強く思っています。

お年寄りの医院をやる
「本当は博物館とかの学芸員みたいな

仕事をやりたかった」と言う忍医師は、
高校生の頃、老人の拘束が社会問題にな
り、テレビでベッドに縛りつけられるお
年寄りを見て、「それは間違っている」
とお年寄りの医院をやりたいと思います。

「別に自分がなったからって何か変わる
わけじゃないだろうけど」と当時を振り
返ります。

自分自身も、子どもの時は身体が弱
かったことや、思春期には「なんで自分
はこういうものの考え方をするのか」人
間を知りたいと思ったことが、現在につ
ながったと言います。

見学当日に入職
学生時代のみどり病院（岐阜民医連）で

の病院実習などで医療理念に共感し、５

年生の時の阪神淡路大震災のボランティ
アなどの体験から「どこかで急に倒れた
人がいるとか、困った人がいた時に、僕
は○○科なんで分かりませんと言う医者
にはなりたくない」と、就職は大学への
入局が圧倒的な中で、民医連での研修を
決めていました。それでも、ある程度世
の中の標準に対抗できて、総合的な研修
ができる所を探します。当時民医連には
研修施設が数ヶ所しかなく、しかもすで
に募集は終わっていました。６年生の
12月、突然埼玉協同病院を見学し、そ
の場で入職を決めました。
「別に地元じゃないし、合わなかったら

戻れるような気がしていた」と笑います。

研修医の無力
研修医時代、二人目に受け持った患者

さんはかなりの進行がんでした。がんの
転移で「なんでこんなお腹が大きくなる

の。どうにかなんないのかな」と落胆さ
れる患者さんに、ただ話を聞いてあげる
だけ。何もできない研修医の無力感にさ
いなまれた経験が今も忘れられません。

今は、「亡くなるのは悲しいけど仕方
のないこと。最後まで診られると内科を
選んだのだから、いかにいい人生の終わ
りを診てあげられるか、残った人、ご家
族にとって納得のいく最期にしてあげら
れるかが医者の大事な務めだ」と感じて
います。

戻るのは一人前になってから
当時の研修は今のようにめまぐるしい

ローテーションがなく、同期の７人でワ
イワイと内科を中心にじっくりとやれま
した。

上級医は、何でもサクサクとこなされ
る石津先生で、４年目にはこんなにでき
るようになるんだと感動していました。 病床で消化器内科科長の間野医師と

「専門医シリーズなんだけど、専門医
と言われるの僕ちょっとあんまり好き
じゃない」と話し始めた内科部長で研修
プログラム責任者の忍哲也医師。医師
としての思いや、研修医たちへの期待
を語っていただきました。

プロフィール
1996年岐阜大学医学部卒業、1996年埼玉協同病院勤務。
認定資格：日本内科学会総合内科専門医、日本プライマリ・
ケア連合学会認定指導医、日本消化器病学会消化器病専
門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医、
日本肝臓学会肝臓専門医。

忍 哲也 
内科部長
総合内科科長

みんなで
総合力を上げたい。
どこでも生き続ける
協同病院の研修。
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国際協力がしたくて看護
師になりました。公衆衛
生やバースコントロール
など、医療生協で取り組
んでいることとも通じ
ると思っています。卒
2研修では退院後地域
で暮らす患者さんを訪
問したのですが、病棟では車いすだった方
が自分で歩いて出迎えてくれ驚きました。

奨学生時代は月1回のゼミや予備校の先
生を招いた国試対策の勉強会はとても役
に立ち、ありがたかったです。インター
ンにも気軽に入れてとても勉強になりま
した。受け入れ側になった今も、やはり
奨学生には色々見せてあげたくなるので、
おすすめですよ！

高校生1日体験をきっかけに、大学1
年生から奨学金を受けていました。NEF

（ナースエッグフェスティバル：関東地域
の民医連看護奨学生が集まるイベント）で
は、他県の学生とも仲良くなれて楽しかっ
たです。

大学病院では亡くなるか転院するかだっ
たので、退院まで見られることにやりがいを
感じます。地域に住んでいる人たちと一緒に
医療をやっているというのは良い意味で驚き
でした。同時に、透析やインスリン自己注射
の指導をしても、キーパーソ
ンとなるご家族がいなかっ
たり、生活習慣が変えられ
ず何度も入院してこられ
る患者さんなど、大
変な実態に触れるこ
とも多いです。

ゼミや国試対策が力に
篠原 麻衣子  保健師  C5病棟（３年目）

患者さんの生活背景に触れる
三浦 真由美  保健師  D4病棟（3年目）

埼玉協同病院の奨学金制度には、
多職種の医療スタッフを目指す
人のための制度もあります。今回
は、奨学金制度を利用して学び、
現場で活躍しているスタッフたち
に、奨学生時代の学びと現在の仕
事について語ってもらいました。

わたしたち、
奨学生でした!

1 看護師
Ns
nurse

看護学生担当　榎本 千紘
　奨学生が入職して、白衣を着て
決意表明する姿を見て「一緒に働
く仲間になれた」と感動します。奨
学金を受けながら、学習もできて
交流もできる。とってもいい制度
ですが、将来の就職先を決めるこ
とにもなるので、まずは見学や１日
体験をオススメします！

2 理学療法士
PT

physical
therapist

妻 が 看 護 師 を し て い た の を
きっかけに、32歳で資格を取り
ました。仕事には難しさもありま
すが、患者さんやご家族に喜ば
れる満足感が大きいので、スキ
ルを上げて応えたいと常に思っ
ています。

高齢の患者さんは複数の疾患
が重なり合っている方がほとん
どです。一番問題になっている
ところを一緒に探り当てながら、
生活場面に結び付けて楽に動い
てもらうというための
アプローチが重要
になり、急性期と
は異なります。同
法人内で急性
期から回復期、
老 人 保 健 施
設 な ど い ろ
いろなフィー
ルドを経験でき
るのも魅力です。

事務職員として入職しました
が、26歳から働きながら夜間学
校に通いました。

電子カルテを見てリハビリが
必要になりそうであれば、医師
に情報を提供して働きかけるな
ど、コミュニケーションが取り
やすいのが魅力です。少し前ま
で所沢市にある西協同病院に勤
務しており、市民の方に対する
講座を行っていました。地域包
括ケアのもと、ますますそうし
た専門家の役割が重要になって

くると思いますし、１
年目２年目の頃か
ら組合員さん向け

の講師をしている
医療生協の理
学療法士は適
任だと感じ

ています。

多彩なフィールドを 
ぜひ経験して

木村 圭一　 
リハビリテーション技術科（13年目）

地域に出て行く 
理学療法士として

横尾 智久　 
リハビリテーション技術科（11年目）

人と関わる仕事がした
いと、大学を中退して
看護師を目指しまし
た。出身校の実習先に
なっていたことから
先輩に紹介され、奨
学生になりました。
地域に根差した医
療を提供し、患者さん一人ひとりのこと
を考えるところが自分の看護観と合って
いると感じましたし、実際に入職してか
らも患者さんに対して差別なく本当に必
要な医療をみんなで提供していこうとい
う姿勢が、やりがいにつながっています。
新人の頃、失敗続きで本当に看護師とし
てやっていけるか不安だった時期、先輩
が一緒に何度も振り返りをしてくれ、そ
れが今の力になっています。

不安だった新人時代、 
先輩に励まされて

星尾 耕佑 看護師  C5病棟（４年目）
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子どもの肥満予防10ヶ条
①早寝早起き、朝食をしっかり食べよう！
②決まった時間、バランスのよい食事を心がけよう！
③食事は一人分を盛りつけて！
④おやつは時間と量をきちんと決めよう！
⑤夕食後から寝るまでは食べないように！
⑥自分のことは自分でやろう！
⑦テレビやゲームは時間を決めて！
⑧体を動かして、外遊びを楽しもう！
⑨お手伝いで体を動かす習慣を！
⑩家族みんなで取り組もう！

子どもの太り過ぎなどが気になる方は、小児科でご相談ください
当院小児科では肥満外来も行っています

といっしょにたまねぎベービー
子どもの肥満

　子どもの肥満の多くは、食事などの過剰摂取、
食事のバランスの悪さ、運動不足などで起こる

ことが主です。食事の欧米化や生活の便利化、夜型
など生活リズムの変化、塾通いの増加やゲームの普及など

による外遊びの減少などにより、子どもの肥満が急増し、この30年間
で２～３倍にも増えています。
　子どもの肥満は大人の肥満へと移行しやすく、
また生活習慣病へのリスクを高めます。そして、
この生活習慣病は子どものうちからからすでに
発症し、進行していくこともあります。
　健康維持に向けて、家族みんなで生活習慣の
改善をしてみませんか。

　協同病院には子どもの頃からお世話
になっていました。当時は院内処方で、
カウンターの向こうに調剤室が見えて
いて、薬剤師さんたちが薬を渡す姿を
見て「かっこいいな」と思ったのがきっ
かけで薬剤師を目指しました。
　奨学生時代は、薬害根絶デーの取り
組みに参加して薬剤師さんの話を聞い
たり、一緒に行動したり。社会の問題
と医療は密接に関わっていて、医療だ
けの知識ではやっていけないことを学
びました。そういうことも含めて、患
者さんや組合員さんの要望や要求に応
えられる病院だと感じています。

社会の問題と医療の関わりを 
学んだ奨学生時代

牧野 太一  薬剤科（5年目）

　医療生協の看護師をしている母から
紹介されました。奨学金を受けること
で、アルバイトの時間を他のことに当
てられるという面が大きかったのです
が、将来一緒に働く人たちと入職前か
ら知り合えたことも良かったです。
　病名や病態から、患者さんに合った
薬を提案することも求められます。処
方設計に関わった患者さんが快復され
た時はやりがいを感じます。電子カル
テで情報も共有できるし、実際に患者
さんの状態を見ることもできます。薬
局に比べて医師や患者さんとの距離が
近いですね。

　病院でしか学べないことや、チーム
医療に魅力を感じていて、病院薬剤師
として働きたいという思いがありまし
た。友人の誘いをきっかけに見学に来て、
病院の理念に共感して奨学生になりま
した。この病院の薬剤師は若い人が多
くて、薬学部が６年制になって以降の人
が半分以上です。それもあって、自分
の意見が言いやすいと感じています。
　医療生協の組合員さんたち、健康な
人とも関わる機会が多いので、病気に
なる前のところから関われるのが特徴
です。飲み合わせなどについて聞かれ
ることも多いですね。

健康な人とも関われるのは、 
医療生協ならでは

利根川 あやみ  薬剤科（5年目）

医師や患者さんとの 
距離が近い

野崎 拓史  薬剤科（5年目）

野崎 拓史

利根川 あやみ

牧野 太一

3 薬剤師
Ph

pharmacist

新専門医制度導入が延期されたので、初期研
修終了後は比較的自由に進路を選ぶことが出来
ました（社会人経験者なので年齢という大きな
ハンディはありましたが…）。重い腰を上げて
見学にも行きましたが、専門領域の勉強をする
と医学＞医療になるので患者さんからは離れて
しまうな、と寂しく感じていました。そんな中、
女医会のメンバーからもお誘いいただき、難し
く考えることはやめて居心地の良い協同病院に
残留することにしました。もともとOLだった
ので、何かの領域でスペシャリストになろうと

か、そんな気持ちは全然持ち合わせていません
（笑）。ただ、自分が家族を亡くして辛い思いを
したので、ご遺族にも寄り添える、いわゆるグ
リーフケアをしっかりしたいという思いはあり
ます。将来的には緩和ケアや在宅医療に携わり
たいという気持ちは医学部受験を決めた時から
変わっていないと思います。今は外国人や、終
末期を前にして決断を迫られるご家族に対して
よりよいかかわり方が出来ないか、日々模索中
です。文系出身なので、社会的なことばかり気
になるのは仕方ないのかな、と。内科後期研修医　河野友絵

ご家族に寄り添う 
“グリーフケア”に携わっていきたい

２年間の初期研修を終了し、内科後期研修医として勤務される河野医師に聞きました。

内科後期研修医

に聞く
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地域医療の担い手を育てています
ふれあい第11号いかがでしたか?　若い力が溢れ出しそうな紙面に仕上がったと感じてい

ます。地域医療を担う医療専門職を育成することは、当院にとって救急や専門医療と同様に大
切な使命です。元々人口当たりの医師数が日本一少ない埼玉県ですが、実は他の職種も似た
り寄ったりで大変な人材不足状態が続いています。この地域に縁があっても無くても、地域医
療の担い手になりたいと願う若者から、その学びの場として選んで貰えるような病院になりた
いと切に願い、条件整備を進めてきました。全職種を対象にその生涯教育を担当する教育研修
センター（SKYMET）を2011年に開設、様々な研修企画の開催や学会活動への支援などを行っ
ています。当院で育った多くの若者が地域で大活躍する姿を是非楽しみにしていてください。
今回アンケートハガキをつけています。今後に生かしていきますのでご協力お願いします。

「ひとつぶの会」の皆さんに毎年恒例に
なりました七夕の飾りつけをしていた
だきました

虹の投書箱だより 投書のご紹介

体調を崩した母が22日間入院することとなりました。久しぶりの入院と体調が優れないことで不
安だった母でしたが、皆さまの懸命な看護のおかげで無事退院することが出来ました。入院当初は、
自身がどこに居るのかさえ理解できず意味不明なことを発していたのですが、そのような状態でも

「ここの先生や看護師さん、サポートさんは輝いて見える」と何度も私に伝えてきました。夜も温か
い言葉をかけてくださっていたのだろうと想像できました。本当に感謝しかありません。気力･体
力とも快復し、昨日はリハビリで外歩きもしたとのこと。本当に感謝です。ありがとうございました。
温かいお言葉ありがとうございます。投書の内容を看護サポートの部会にて職員と共有させて頂き
ました。職員の士気も一層高まりました。今後も更に良いケアにつながるよう、職員の力量、能力
の向上に努めてまいります。 看護サポート部


