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スキルアップシアター運営室                       室長 清水 順也  

  

● 活活動動目目的的  

スキルアップ・ラボ 

 タスクトレーナーを用いた手技の習得―利用率向上へ 

 備品管理 

ホスピタルスタジオ 

 NHOの研修を通じて有効利用 

 BLS/ICLS/JMECCの開催支援 

 シミュレーション教育の実践―医師・薬剤師・看護師・学生 

 県や岡山大学と連携し教育の輪を広げる 

 

●●活活動動内内容容（（令令和和 33年年度度））  

昨年度までに引き続き、各種研修での利用サポート、および備品の管理を行っている。新型コロナウイル

スの影響で中止となっていた各種研修会が徐々に再開されている。一方で、個人利用や、看護学校や新入

職者への研修、各部署での研修などでは例年同様多数利用されている。 

 

●●活活動動状状況況（（令令和和 33年年度度））  

スキルアップシアター ： スキルアップラボ (2021.4～2022.3) 
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スキルアップシアター ： ホスピタルスタジオ (2021.4～2022.3) 

 

医師育成キャリア支援室                   室長名 清水 順也（小児科医長） 

 

●●活動目的（自由記載）  

・ 研修医の知識・技能・精神に実効があるように、研修の統括と研修医一人一人を支援する 

・ 卒後臨床研修管理委員会のワーキンググループとしての役割を担い、研修の評価や研修システムの検
討を行う 

・ 対外的に当院のPR活動を行い、初期研修医募集を行う 

・ 診療科を越えて研修医同士のコミュニケーションを図る 

 

●●活動内容（自由記載）  

1. リクルート活動 

2020 年度に引き続き新型コロナウイルス（COVID-19）の影響下であったが、病院見学の受け入れの部

分的再開、Web 病院説明会の集中開催（2021 年 4-6 月）、マイナビやレジナビのオンライン説明会への

参加などでリクルート活動を展開した。2022年度初期研修医は、定員フルマッチの結果となった。 

2. 1年目初期研修医歓迎行事 

飲食を伴う歓迎行事が開催できなかったため、医局費の補助を頂いて刺繍ネーム入りスクラブの贈与を

行った。 

4月に、初期研修医対象に各科持ち回りによる昼講義を開催した（恒例） 

3. メンター制度 

安心できる初期臨床研修環境の構築支援、メンターとメンティ双方のキャリア形成の促進を目的とし、メ

ンター制度を開始した。 

4. 医師育成キャリア支援室規定の改訂 

教育研修部の承認を得て、室規定の改訂を行った。 

5. NHO岡山医療センター初期臨床研修プログラム管理規定の作成 

研修修了基準の明確化など、当院初期研修について必要事項を明文化した 

6. EPOC2利用の周知 

EPOC2 の導入後の情報提供・運用が不十分であったため、指導医および研修医へ使用法の案内を行

い、周知徹底を行った。次年度以降、修了規定にも則って効率的有効的な利用促進を図る。 

7. 初期研修医症例報告会（恒例） 

2021年度は、11月 13日に開催した。その後、論文作成、投稿へと進捗している。 

8. 研修医評価 

8/24、12/7、3/1に研修医評価会を開催し、初期研修医の形成的評価を行った。 

3/10、ハイブリッド形式で研修管理委員会が開催され、2 年目初期研修医全員の研修修了認定の運び

となった。 

9. その他 

5/19 海外からの留学生（循環器内科 Dr.ファイズ）による院内講演会を開催した。 

 

 

スキルアップシアター ： ホスピタルスタジオ (2021.4～2022.3) 

 

リハビリテーション科研修

スキルアップシアター ： ホスピタルスタジオ (2021.4～2022.3) 

 

小児救急外来勉強会

スキルアップシアター ： ホスピタルスタジオ (2021.4～2022.3) 

 

診療科／病棟勉強会
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スキルアップシアター ： ホスピタルスタジオ (2021.4～2022.3) 

 

医師育成キャリア支援室                   室長名 清水 順也（小児科医長） 

 

●●活動目的（自由記載）  

・ 研修医の知識・技能・精神に実効があるように、研修の統括と研修医一人一人を支援する 

・ 卒後臨床研修管理委員会のワーキンググループとしての役割を担い、研修の評価や研修システムの検
討を行う 

・ 対外的に当院のPR活動を行い、初期研修医募集を行う 

・ 診療科を越えて研修医同士のコミュニケーションを図る 

 

●●活動内容（自由記載）  

1. リクルート活動 

2020 年度に引き続き新型コロナウイルス（COVID-19）の影響下であったが、病院見学の受け入れの部

分的再開、Web 病院説明会の集中開催（2021 年 4-6 月）、マイナビやレジナビのオンライン説明会への

参加などでリクルート活動を展開した。2022年度初期研修医は、定員フルマッチの結果となった。 

2. 1年目初期研修医歓迎行事 

飲食を伴う歓迎行事が開催できなかったため、医局費の補助を頂いて刺繍ネーム入りスクラブの贈与を

行った。 

4月に、初期研修医対象に各科持ち回りによる昼講義を開催した（恒例） 

3. メンター制度 

安心できる初期臨床研修環境の構築支援、メンターとメンティ双方のキャリア形成の促進を目的とし、メ

ンター制度を開始した。 

4. 医師育成キャリア支援室規定の改訂 

教育研修部の承認を得て、室規定の改訂を行った。 

5. NHO岡山医療センター初期臨床研修プログラム管理規定の作成 

研修修了基準の明確化など、当院初期研修について必要事項を明文化した 

6. EPOC2利用の周知 

EPOC2 の導入後の情報提供・運用が不十分であったため、指導医および研修医へ使用法の案内を行

い、周知徹底を行った。次年度以降、修了規定にも則って効率的有効的な利用促進を図る。 

7. 初期研修医症例報告会（恒例） 

2021年度は、11月 13日に開催した。その後、論文作成、投稿へと進捗している。 

8. 研修医評価 

8/24、12/7、3/1に研修医評価会を開催し、初期研修医の形成的評価を行った。 

3/10、ハイブリッド形式で研修管理委員会が開催され、2 年目初期研修医全員の研修修了認定の運び

となった。 

9. その他 

5/19 海外からの留学生（循環器内科 Dr.ファイズ）による院内講演会を開催した。 
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地域医療研修室           室長 太田 康介（診療部長） 

● 概要 

当院と地域医療機関との機能分担と連携を図り、地域全体の医療水準の向上を推進する。その

遂行のため地域医療機関の医師、薬剤師、看護師、コメディカルを対象にセミナー・講演会を開催

している。また、岡山市医師会生涯教育の当院窓口となっている。 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症対策として、院外から参加できる講演会などは開催しな

かったため上記目的にかなうような実績はなかった。今後は、web 開催、web/会場での開催を予定

している。 

 

地地域域医医療療研研修修セセミミナナーー  

回数 日時 主題 講師 場所 
カリキュラ

ム・コード 

31 2022/1/18 
新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）について 

当院 

総合診療科医師 
岩本 佳隆 

西棟８階 

大研修室 
28 46 

  

● 実績 

岡岡山山市市医医師師会会生生涯涯教教育育へへのの協協力力・・参参加加 

 同生涯教育委員会委員：生涯教育講座の医師会への紹介、医師会生涯教育の院内への情報提供 

岡山市医師会生涯教育研修会（年数回開催）、医学会（年一回開催）、輪番制 CPC（年一回開催、令

和３年度は中止）などの院内への案内、担当時のとりまとめ 
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