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 米国日本人医師会による平成 26 年 12 月 8 日から 12 日に開催された Tohoku 
Medical Resident Education Program に初めて参加いたしました。本事業は、

過去 4 回は、宮城県のみの単独事業ということでしたが、福島県でも平成 26 年

度より派遣費用の予算を確保していただき、参加できることになった次第です。

私は、福島県の研修医 3 名の引率教員ということでの参加でしたが、過去４回、

東北大学の加賀谷先生や田畑先生、あるいは米国日本人医師会の皆様、さらに

は、日本とアメリカを行ったり来たりしながら様々な心遣いをしてくださった

常盤氏が切り開いた道をそのまま歩くだけで、生みの苦労を知らずに参加させ

ていただきました。 
 福島の研修医のプログラムや感想は、別項の通りです。一方、彼らが見学の

時に私は何をやっていたかといいますと、研修医を引き受けてくださった先生

方へのご挨拶とマウントサイナイ医科大学内科の柳澤先生がご紹介していただ

いた医学部長（David Muller 先生）と resident program の責任者（Michael 
Leitman 先生）との面談が主たる仕事でした。特に教育の責任者である先生方

との面談では、どうしたら教育マインドを教員に持ってもらうことができるか、

実際にどう評価してどうフィードバックをかけるかといったことについて、貴

重なお話を伺うことができました。5 月に再度訪問するときには、福島医大、あ

るいは福島県でも、医学部教育や研修医教育の質の向上をめざして、新たなこ

とが始まったと報告できるようにしたいと新たな決意をした次第です。 
 福島医大でもコロンビア大学医学部やマウントサイナイ医科大学の学生を夏

休みに引き受けたり、福島医大生をマウントサイナイ医科大学へ短期留学させ

たりと、震災をきっかけに様々なプロジェクトが動き始めています。是非、こ

の Tohoku Medical Resident Education Program も大きく育て、福島医大や福

島県の医学教育や診療レベルの向上に寄与できる人材が育成できればと思いま

す。 
 この場をお借りいたしまして、米国日本人医師会会長 Yuzuru Anzai 先生、

このプログラムの責任者であるKamal Ramani先生、米国日本人医師会事務局

長 加納良雄様、コロンビア大学 Shunichi Homma先生、マウントサイナイ医



科大学Takahiro Yanagisawa先生、常盤一之様をはじめとする、関係者の皆様

に御礼を申し上げます。 
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      In December 2014, Fukushima Prefecture joined the 5th Tohoku 
Medical Resident Education Program for the first time. Fukushima 
Prefecture sent three residents and I, as a leader, to the program. I had two 
missions; one was to lead the residents of our university and the other was to 
learn how medical students and residents are educated and/or the 
educational system in the US. 
      Owing to Prof. Kagaya, Dr. Tabata, members of the Japanese Medical 
Society of America (JMSA), Mr. Tokiwa, and other contributors who 
pioneered this program, I was able to lead the residents and achieve the first 
mission. The other objective was to discuss the educational system at Mount 
Sinai School of Medicine. The opportunity arose when Dr. Yanagisawa kindly 
introduced me to Prof. Muller, Dean for medical education and Prof. Leitman, 
a Senior Associate Dean  for graduate medical education at Mount Sinai 
School of Medicine.  I hope that in my next visit to New York, I can tell them 
that we have taken steps to improve medical education at Fukushima 
Medical University and teaching hospitals in Fukushima Prefecture. 
       The content of the Tohoku Medical Resident Education Program is so 
varied and each program is arranged by JMSA according to residents’ 
interest. Through this program, we would like to develop our qualified 
personnel, not only for the restoration of Fukushima and the Tohoku region 
but also for them to take an active role internationally.  
       Finally, I would like to thank Dr. Anzai, the president of JMSA, Dr. 
Ramani, who is the director of this program, Prof. Homma of Colombia 
University, Dr. Yanagisawa of Mount Sinai Hospital, Mr. Kano,  
secretary-general, Mr. Tokiwa and all other contributors for giving us the 
great opportunity to attend the program.  


