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南部徳洲会病院（沖縄県）は２０１２年に放射線治療科を設置し、県内で初めて
高精度放射線治療装置「トモセラピー」を導入、順調に治療件数を伸ばしている。
同装置はＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）という技術により、腫瘍に放射線を集
中する一方、正常な組織への照射線量を減らせるのが特徴で、高い治療効果が期
待できる。同院は丁寧な応対により、患者体験価値を高めると同時に、院内他科
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最近では技術の進歩に

多職種で患者さんをサポートする放射線治療科

最初に同大設置準備室の中村伊予
子・事務次長が、取得できる資格など
同大の概要を紹介。続いて学長に就任
予定の荒賀直子室長が「教育につい
て」をテーマに説明した。養成する人
材像では、①幅広い教養と倫理観を身
に付けている、②多様な場面でコミュニケーションが
できる能力をもっている――など列挙。
さらに特色ある授業として、同大の立地や徳洲会グ
ループのスケールメリットを生かし、
「鎌倉の文化と歴
、
「災害看護」などを挙げ、参加者の興
史」
、
「島嶼看護」
味を誘った。最後に荒賀室長は「第1回生として、後輩
に誇れるような大学を一緒につくりましょう」と期待を
込めた。次に湘南藤沢病
院の阿部麗香看護師と阿
萬由香・看護師長が登壇。
看護師として働く楽しさ
や責任、キャリアアップ
などをテーマに話 午前・午後合わせ 200 人ほどが集
まり高い関心
しを展開した。
休憩をはさみ、大谷眞千子室員がバイタル
サインをテーマに模擬授業を実施した。参加者
は2人1組になり実際に脈拍測定を体験。
「看護
師として働くと、毎日いろいろな経験をします。
そのなかでやりたいことを見つけ、自分自身を
発展させてください」とメッセージを送った。
参加者からは「カリキュラムに徳洲会ならで
はの教育が組み込まれていて魅力的でした」
、
「徳洲会グループの強力なバックアップがあると
いうのが人気の高さを後押しているのでしょう
か」など、関心の
高さを示していた。
第2回大学説明会
は６月に湘南鎌倉
総合病院（神奈川
県）で開催予定。
大学校舎の完成イメージ図
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放射線治療件数が伸長

トモセラピー順調に稼働

湘南鎌倉医療大学
（仮称）
第１回大学説明会が盛況

とうしょ

徳洲会グループ病院に4月に入職した
初期臨床研修医は149人と、過去最高を
「過去最高人数を記
「100人を切った年もあったの
録し大変嬉しい」と田 記録した。
村・研修委員会委員長 で、そこから比べると1.5倍も増えたこと
になり、とても嬉しく思います」と、徳洲会グループ研修委
員会委員長の田村幸大・大隅鹿屋病院（鹿児島県）副院長。
徳洲会は2004年度に施行された新医師臨床研修制度以
前から、各診療科を回るスーパーローテート研修を実施。
グループのスケールメリットを生かし離島・へき地病院で
の研修も行ってきた。離島・へき地研修では診療科をまた
がり救急診療、入院診療の急性期から、外来診療、訪問
診療の慢性期まで幅広く行うため、総合的な診療能力を身
に付けることができる。
田村副院長は「主体的に患者さんにかかわり治療方針を
決めるので、考える力が養われます」とメリットを説明。さ
らに「初期研修を終え大学に戻る先生もいますが、クチコ
ミが後輩に伝わり徳洲会に興味をもつ先生もいるようで
す」と分析する。
同時に「グループの研修医が一堂に会する勉強会がある
のも徳洲会ならではです。また、新専門医制度ではグルー
プ病院全体で、さまざまな診療科に対応しているため、初
期研修修了後のキャリアパスも示すことができます」とアピ
ールしている。

治療計画に基づき診療放射線技師が機器
を操作する

南部病院
湘南鎌倉医療大学
（仮称）は3月24日、
湘南藤沢徳洲会病
院（神奈川県）で第
1 回 大 学 説 明 会を
開 催した 。同 大 は
2020年4月に開学
「第 1 回生として後輩
開学時に4
に誇 れる大 学を一 緒 予定で、
に」と荒賀室長
年制の看護学部看
護学科（仮称）
を開設予定。説明会は午
前と午後に実施し、学生や保護者など
計194人が参加した。
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