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IEP 企画セッション

2-C5-2 日本語

米国臨床見学の Opportunity を求める君へ〜

Olive View–UCLA Medical Center における内科系臨床見学プログラム
体験報告セミナーと ACP 本部主催 International Exchange Fellowship
Program（IEFP）のご紹介

Clinical observership opportunities in the United States for you!
Sharing experiences with clinical observers at Olive View-UCLA Medical
Center, and sharing information about International Exchange Fellowship
Program
（IEFP）
国際交流プログラム委員会
牧石 徹也
筑波大学医学医療系・水戸協同病院 矢野（五味）晴美
亀田総合病院腎臓高血圧内科 小原まみ子
佐々木内科医院 佐々木 徹
社会医療法人愛仁会高槻病院総合内科 筒泉 貴彦
黒部市民病院内科 村中絵美里
済生会滋賀県病院

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター・昭和大学藤が丘病院
内科学講座腎臓内科学部門
宮上病院 / 島根県立中央病院

西脇 宏樹
石飛奈津子

International Exchange Program Committee
Tetsuya Makiisi，Division of Nephrology & Dialysis, Saiseikai Shiga Hospital
Harumi Gomi，Mito Kyodo General Hospital, University of Tsukuba
Mamiko Ohara，Kameda Medical Center
Toru Sasaki，Sasaki Medical Clinic
Takahiko Tsutsumi，Takatsuki General Hospital
Emiri Muranaka，Kurobe City Hospital
Hiroki Nishiwaki，Fukushima Medical University, Showa University Fujigaoka Hospital
Natsuko Ishitobi，Miyagami Hospital/Shimane Prefectural Central Hospital
対象者
Target

医師・後期研修医（卒後 3 年目以上）・初期研修医（卒後 1-2 年目）・学生
Doctor・Senior resident（3+years after graduation）・Resident（1-2 years after graduation）・Medical student

ACP 日本支部前支部長小林祥泰先生のご尽力により国際交流プログラム委員会では，2012 年から米国カリフォルニ
ア州の University of California, Los Angeles（UCLA）関連病院の Olive View-UCLA Medical Center での 1 ヶ月間の臨床見
学プログラムを開始した。同センターの内科研修プログラムは全米でも非常に競争率の高いプログラムとして知られ
ている。
本臨床見学プログラムでは，
総合内科または内科系専門科で 1 ヶ月間，
病棟チームや各専門科の一員として同センター
のレジデントやフェローと行動を共にすることで，米国式臨床研修システムを体感することができる。
本プログラムでは 2017 年 1 月現在，合計 15 名の医師を派遣した。その中には本プログラムで実績を積み，米国臨
床留学を実現させた医師もいる。また，若手のみならず，レジデント教育充実のために参加される中堅・指導医クラ
スの医師も多い。
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このセミナーでは，当プログラムに興味のある学生，研修医，一般医，指導医を対象にプログラムの紹介と臨床見
学修了者による体験報告を行う。また，本プログラム修了者に加え，米国での臨床経験のある医師も交え，日本人医
師が米国の臨床教育現場に触れることの意義について参加者とともに議論する。
また，セミナーの最後に，ACP 本部主催の International Exchange Fellowship Program（IEFP）について紹介する。
IEFP は ACP の International member を対象に，1 ヶ月間，米国またはカナダの医療機関で応募者の希望する分野につい
て学ぶことができるプログラムであり，日本ではまだ層の薄い領域について北米の医療機関で最先端の知識を学ぶこ
とができる貴重な機会となっている。ACP 日本支部ではこれまで 1 名の派遣実績がある。
対象：医学生・研修医・指導医
＜セミナーデザイン・タイムテーブル（90 分）＞
企画 国際交流プログラム委員会
司会 牧石徹也 国際交流プログラム副委員長
0-5 分 （5 分） アイスブレーキング
5-45 分（50 分）本プログラム修了者による体験談（一人約 10 分）
45-50 分（5 分） ショートレクチャー
50-65 分（15 分）パネルディスカッション
65-70 分（5 分） 応募要項の説明
70-80 分（10 分）IEFP のプログラム紹介と応募要項の説明
80-85 分（5 分） 説明全体の質疑応答
5 分 予備
The clinical observership program at the University of California, Los Angeles (UCLA) affiliated hospital is an invaluable
opportunity for the ACP members. Taking part in this program and experiencing American medical education systems for an entire
month will definitely have significant impact on your career, and a way of thinking as a physician. In the session, participants will
be able to share information with the physicians who experienced this program.
In the last part of the session, we talk about the International Exchange Fellowship Program (IEFP). This program provides
opportunities for early to mid career physicians to gain expertise in a focused area of his or her own interest in Internal Medicine
and the subspecialties. Through participating IEFP, fellows will acquire knowledge, experience, and skills that they can apply,
utilize, and disseminate to colleagues upon return to their home country.
Participants will be able
To learn the outline of two programs, the clinical observership program at Olive View-UCLA Medical Center and the International
Exchange Fellowship Program (IEFP)
To learn how the medical systems and clinical education work at a typical teaching hospital in U.S.
To learn how to apply for each program
<Time Table 90 minutes session>
Moderator Tetsuya Makiishi, MD, FACP
Vice Chair International Exchange Program Committee
0-5 min (5 min) Ice braking
5-45 min (40 min) Sharing experiences at Olive View-UCLA Medical Center
45-50 min (5 min) Short lecture
50-65 min (15 min) Panel discussion
65-70 min (5min)
How to apply for this program
70-80 min (10 min) Sharing information about IEFP
80-85 min (5min)
Questions and answers
85-90 min (5min)
Closing
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