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 平成 27年 5月 4日から 9日まで、福島からは第 2回目の米国日本人医師会に

よる Tohoku Medical Resident Education Program に参加してきました。福島

からの派遣臨床研修医は 1 名ということでしたが、別項のように大変充実した

内容でありました。参加した西間木先生には、ことあるごとに、この経験を自

分のみの経験とするのではなく、周りの人にその経験を話したりして、是非、

多くの人に共有するようにと話をしていました。 

 今回もいつもお世話になっている東北大学の田畑先生、そして、新たな引率

教員として参加された菅野先生と私の３名が引率教員として NY を訪問しまし

た。前回同様、研修医が研修中、我々は、研修を引き受けてくださった先生方

へのご挨拶をしてきました。さらに、6月から 7月に福島県に来るマウントサイ

ナイ医科大学の学生 2 名と行うプロジェクトの打ち合わせを行ってきました。

また、私が事務局をしている 3 月の研究会で日本にお招きした整形外科の基礎

研究を担っている Iatridis教授を訪問したり、Iatridis教授の元に留学されてい

る群馬の慶友病院で脊椎外科をされている渡邉先生の案内でラボやマウントサ

イナイの病院を見学させてもらったりと、ぎっちりのスケジュールでした。 

 本プログラムにおける私の役割は、研修医の面倒を見ることと同時に、米国

日本人医師会の皆様との円滑なコミュニケーションの構築とその維持にあると

考えています。今回も、米国日本人医師会の会員の皆様には、大変お世話にな

りました。また、米国日本人医師会のパーティーにも参加させていただき、よ

り深いコミュニケーションがとれたのではないかと思います。次回の12月にも、

福島からやる気のある研修医を派遣したいと思っています。そして、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 May 2015, representatives from Fukushima Prefecture attended the 

Tohoku Medical Resident Program as organized by the Japanese Medical 

Society of America (JMSA). This was the 6th time the program has been held, 

and our second time in attending it. 

 Although Fukushima Prefecture had sent only one resident, Dr. 

Nishimagi, he reported that he had quite a fulfilling experience. Since then, 

whenever the opportunity has arisen, I have asked Dr. Nishimagi to recount 

his experience to other residents and medical students, in order to share 

what he has learned. 

     For this program, in addition to Dr. Nishimagi, those attending were as 

follows: Dr. Tabata, who usually assists me, Dr. Kanno, attending for the 

first time, and I, as our group’s leader. While our resident from Fukushima 

and Miyagi were visiting clinics or hospitals, we greeted the doctors who 

were hosting them. Furthermore, I met two medical students from Mount 

Sinai Medical University, who are visiting Fukushima from the end of June 

through July, to discuss their research in Fukushima. I also visited Prof. 

Iatridis in Orthopaedic Department of Mount Sinai Hospital, who had been 

invited to an international seminar in Tokyo two months previously. Dr. 

Watanabe, who is currently working in Prof. Iatridis’ laboratory, was 

generous enough to show me around the laboratory and hospital.  

       I believe that my responsibility in this program is not only to take 

care of residents, but also to establish and maintain good relationships with 

JMSA members. They kindly helped us both with the resident program and 

our stay in New York. Additionally, we joined the annual party of JMSA, 

enabling us to strengthen our relationships.  

 



     Finally, I would like to thank Dr. Anzai, president of JMSA, Dr. Ramani, 

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 wonderful opportunity to 

attend this productive program. I would like to send similarly motivated and 

outgoing residents to the next program in the coming December. 

 

  

 


