
 
 

第３回 岡山県臨床研修連絡協議会 議事要旨 

 
 
１ 日 時 平成２８年１１月１４日（月）１５：００～１７：００ 
 
２ 場 所 岡山県医師会館 ４階 第１会議室 
 
３ 出席者 別紙のとおり 
 
４ 協議事項等 
（１）２０１７年度から臨床研修を開始する研修医のマッチ結果について 
（２）２０１５年・２０１６年のレジナビフェア大阪の岡山県ブース等の来訪者の追跡 

調査結果について 
（３）２０１６年４月から岡山県内で臨床研修を開始した研修医アンケート調査結果に

ついて 
（４）２０１５年度 初期臨床研修２年生の１月の満足度等調査結果について 
（５）意見交換 
（６）認定特定非営利活動法人岡山医師研修支援機構の「病院見学.com」について 
 
５ 議事要旨 
（１）２０１７年度から臨床研修を開始する研修医のマッチ結果について 
   事務局から資料１により説明があった。 
   なお、県内の定員の空席は、１０月２０日発表時は２９人（定員２４５人とマッ

チ数２１６人との差）であったが、２次募集により岡山済生会総合病院で３人、津

山中央病院で１人埋まり、１１月１４日現在では２５人となった。 
 
（２）２０１５年・２０１６年のレジナビフェア大阪の岡山県ブース等の来訪者の追跡

調査結果について 
   事務局から資料２により説明があり、出席者からは次のような意見があった。 

・ 病院見学者の各学年の割合も調べてもらいたい。 
・ ５年生に病院見学をしてもらうことはマッチ率を上げるための重要なポイ 
ントであると思われる。 

 
（３）２０１６年４月から岡山県内で臨床研修を開始した研修医アンケート調査結果に

ついて 
   事務局から資料３により説明があり、出席者からは次のような意見があった。 
   ・ 一昨年の岡山マッチングプラザに参加した学生６０人のうち、少なくとも２

２人が県内で研修を受けており、岡山マッチングプラザの活用率は非常に高い

と考えている。 
   ・ 認定特定非営利活動法人岡山医師研修支援機構では、岡山マッチングプラザ

の参加者の多くが岡山大学の学生なので、開催場所をコンベンションセンター

から岡山大学に変更してはどうかという意見がある。 
   ・ マイナビ RESIDENT FESTIVAL や e レジフェアは、広く中四国地方の学

生を対象に開催し、一方、岡山マッチングプラザは、岡山大学と川崎医科大学

の学生を確保するための説明会であれば、岡山大学と川崎医科大学の交互で開
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催しても良いのではないか。 
   ・ マイナビ RESIDENT FESTIVAL や e レジフェアでも、岡山県のブースが

出れば、ある程度の成果が出る可能性はあるのではないか。 
   ・ 岡山マッチングプラザを岡山大学の学生を対象に開催すると、次第に近隣の

病院だけが参加するような特殊な会になってしまうのではないか。レジナビフ

ェアでは広範囲に学生を集めており、岡山マッチングプラザでも、岡山県外の

大学に出ている岡山県出身者を引き戻すような工夫が必要ではないか。 
   ・ 岡山マッチングプラザは、大学で開催するとクローズの印象があり、大学以

外のところで開催した方が様々な学生に来てもらえる可能性があるのではな

いか。 
   ・ 岡山マッチングプラザは、既に研修先の病院を決めていた人が確認のために

行くという使われ方をしている印象がある。 
   ・ 学生は実習などで病院の中がどのようなものかを知っているので、病院説明

会の意味は薄れてきている。ただ、学生は専門医制度に不安を感じており、岡

山マッチングプラザで、学生に専門医に関する道を示すことができれば、他の

病院説明会との差別化ができるのではないか。 
 
（４）２０１５年度 初期臨床研修２年生の１月の満足度等調査結果について 
   事務局から別紙４により説明があり、出席者からは次のような意見があった。 
   ・ 出産により 2015 年 12 月に半年遅れて研修を修了した者がおり、そうした

者の満足度こそ知りたいので、次の調査ではそうした者を追加で調査するよう

にしてフィードバックしてもらいたい。 
 
（５）意見交換 
  ① 臨床研修の満足度の向上 
   ・ 岡山市立市民病院では、研修内容は、研修医目線を大切にしており、研修医

がしたいことにできるだけ合わせている。処遇の面でも、当直は常勤医の半分

程度にして翌日は休ませるなど、気を配っている。また、他の病院から受け入

れている研修医を含めて、研修医全体のレベルを落とすことのないように努力

している。 
  ② 臨床研修病院間の連携推進 
   ・ 川崎医科大学の実習では、川崎医科大学附属病院と川崎医科大学附属川崎病

院の両方を回る。初期臨床研修でも、お互いに激しいくらい行き来している。 
   ・ 岡山市立市民病院の救急科では、岡山大学病院の研修医が当直研修を月に１

回受けている。また、内科では、岡山大学病院の研修医（多い年で１０人ぐら

い）が３ヶ月から６ヶ月の研修を受けている。 
   ・ 岡山協立病院では、産婦人科と小児科と眼科の研修を倉敷成人病センターに

お願いしているが、同学年の研修医との交流は刺激になっているようである。

病院の雰囲気が違うので、一皮むけて帰ってくる研修医もおり、倉敷成人病セ

ンターとの連携は非常に有益である。 
   ・ 研修医が他の病院の研修医と同じ病院で同時に研修を受けることは、お互い

にプラスの刺激になるようである。 
   ・ 様々な病院の研修医と交わることで、大学病院の研修と市中病院の研修の違

いを研修医の時から認識することができる。 
   ・ 岡山大学病院では、研修医が他の病院で研修を受ける際は、まずは研修医に
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自分が何を目指しているのかを明確にさせた上で、研修先の病院と診療科を選

んでもらうようにしている。 
・ 他の病院でも研修できるような連携プログラムがあるということを岡山県と

してアピールできたら良いと思う。 
   ・ 研修病院間の連携に関しては、お互いに協力し合って研修医を育てましょう

ということでよいのではないか。 
  ③ 岡山マッチングプラザ 
   ・ 水島中央病院は、中小病院として研修医の後輩等に情報を発信しながら研修

医の確保をしている。地元出身の学生に将来も含めて残ってもらいたいのが本

音である。岡山マッチングプラザは、学生に病院を知ってもらう唯一の場なの

で、引き続きコンベンションセンターで開催してもらいたい。岡山県出身者で

他県の大学に進学した人で、岡山県に戻りたい人は多いと思うので、そういっ

た人たちを岡山マッチングプラザに呼び込んでほしい。 
 
（６）認定特定非営利活動法人岡山医師研修支援機構の「病院見学.com」について 
   認定特定非営利活動法人岡山医師研修支援機構の伊野英男事務局長から資料５

により説明があり、今後、同機構に「病院見学.com」に関する意見をいただきたい

旨の依頼があった。 
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平成28年11月14日（月）

区分 所属 役職 氏名 備考

岡山医療センター 副院長 津島　知靖

岡山協立病院 臨床研修センター長 角南　和治

岡山済生会総合病院 院長代理 塩出　純二
（代理）診療部長（外科）
片岡　正文

岡山市立市民病院 副院長 今城　健二

岡山赤十字病院 副院長 岡﨑　守宏

岡山大学病院
卒後臨床研修センター医科

研修部門長
大塚　文男

（代理）卒後臨床研修ｾﾝﾀｰ医科
研修部門副部門長　三好　智子

岡山中央病院 院長 岡部　   亨
（代理）診療部長・臨床研修ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ責任者　前原　信直

岡山労災病院 副院長 下田   　豊

川崎医科大学附属川崎
病院

院長代理 猶本　良夫
（代理）
副院長　秋定　健

心臓病センター榊原病
院

院長 岡﨑　   悟

川崎医科大学附属病院 院長 園尾　博司
（代理）
副院長　中田　昌男

倉敷成人病センター 副院長 吉永　泰彦

倉敷中央病院 総合診療科主任部長 福岡　敏雄
（代理）
小児科部長　綾　邦彦

水島協同病院 院長 里見　和彦
（代理）
診療部長　山本　明広

水島中央病院 理事長 加原　尚明
（代理）
院長　松尾　龍一

津山中央病院 卒後臨床研修センター長 岡     岳文
（代理）
主任部長　梶　俊策

理事 神﨑　寛子
（代理）
副会長　松山　正春

会長 難波　義夫 会長

専任担当医師
岡山済生会総合病院長代理

塩出  純二
（代理）
事務調整主幹　田淵　彰

事務局長 伊野　英男

センター長 糸島　達也 副会長

専任担当医師 岩瀬　敏秀

課長 則安　俊昭

センター長 糸島　達也 再掲

専任担当医師 岩瀬　敏秀 再掲

センター事務員 下山みどり

センター事務員 秋田　政子

課長 則安　俊昭 再掲

副課長 清水　浩史

総括参事 塩飽　　 聡

副参事 平田　英俊

主任 塚原　政俊

第3回  岡山県臨床研修連絡協議会　出席者名簿

岡山県地域医療支援セ
ンター

臨床研修
病　　　院

事務局
岡山県保健福祉部
医療推進課

（地域医療体制整備班）

岡山県へき地医療支援機構

認定特定非営利活動法人
岡山医師研修支援機構

公益社団法人　岡山県医師会

一般社団法人　岡山県病院協会

岡山県地域医療支援センター

岡山県地域医療支援センター
岡山大学支部

岡山県保健福祉部医療推進課

別紙
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