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米国の現代医療の問題や腐敗に切り込む！
隠蔽体質の巨大病院で自らの正義を貫く若き医師の活躍を描くメディカルドラマ

『レジデント 型破りな天才研修医』
FOX で 9 月 4 日(火)午後 10 時 日本最速！独占放送スタート

海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：FOX ネットワークス株式会社、本社：東京都品川区、代表取締
役：西川高幹）は、隠蔽体質の巨大病院で自らの正義を貫く若き医師の活躍を描くメディカルドラマ、『レジデント 型破りな天
才研修医』を 2018 年 9 月 4 日(火)午後 10 時から日本最速！独占放送いたします。
『レジデント 型破りな天才研修医』はアメリカで 2018 年 1 月に放送を開始したばかりの新作ドラマです。現代医療の問題
や腐敗に切り込む野心的な内容が話題を呼び、既にシーズン 2 の制作も決定しています。ジョージア州アトランタにある有名
総合病院チャステイン・パーク記念病院を舞台に、利益を優先して医療事故の隠蔽を繰り返す上層部と、医療現場で命と向き
合う若き研修医の奮闘が描かれます。
本作は、巨大病院の看板的存在で名医として有名な外科部長が手術中、医療事故で患者を死なせてしまうものの、権力
をふりかざし、その場にいた医師や看護師たちの口封じをはかって、死因を偽るという衝撃的なシーンで始まります。本作品を
通して、現代のアメリカにおいて死亡原因第 3 位といわれている医療ミスの現状や、研修医制度、最新の医療機器をめぐるア
メリカのリアルな現場を描きます。さらに、各キャラクターが抱える問題や葛藤、恋愛模様なども描かれ、多面的にストーリー
が展開します。
そして、海外ドラマ＆映画ファンにはおなじみの実力派俳優が集結。ドラマ「グッド・ワイフ」のケイリー・アゴス役で人気のマ
ット・ズークリーがシニアレジデントのコンラッド役を、ドラマ「リベンジ」のエミリー・ソーン役でおなじみのエミリー・ヴァンキャン
プが魅力的な看護師ニック役を、映画「マダム・マロリーと魔法のスパイス」で主役を務めたマニッシュ・ダヤルが名門大学を
卒業し、自信満々のインターンのデヴォン役を演じます。さらに「スター・トレック」や「13 デイズ」の大ベテラン俳優ブルース・グ
リーンウッドが腐敗の根源でもある看板名医ベル役を務めます。
FOX では開局 20 周年企画として、豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施。詳細は公式サイト(tv.foxjapan.com)をご
確認ください。また『レジデント 型破りな天才研修医』のプロモーション映像も公式サイトに公開しています。作品の世界観や
魅力を感じていただき、本編を楽しみにしていただけたらと思います。FOX は引き続きアメリカで話題の人気作を日本最速で
お届けしてまいります。※画像クレジット： ©2018 Fox and its related entities. All rights reserved.

放送スケジュール

(放送スケジュールは変更になる場合があります。)

『レジデント 型破りな天才研修医』 FOX チャンネルにて 日本最速！独占放送
2018 年 9 月 4 日(火)放送スタート

＜字幕版＞毎週火曜午後 10 時 ほか
＜二ヶ国語版＞毎週水曜午後 11 時 ほか

『レジデント 型破りな天才研修医』

主なキャスト

コンラッド･ホーキンス役 ＜シニアレジデント、研修医 3 年目＞
ハーバード大学卒の新人インターン、デヴォンの教育係として、現場レベルでの医療経験を叩き込んでいく。
いつも冷静沈着で、患者のためなら規則も破る型破りな医師。そこには、過去に軍医として働いていたときに
医療ミスを犯し、小さな子供を死なせた経験があった。上層部に屈することなく、時に駆け引きをしながら壁
に立ち向かっていく。そんな彼にもうまく操ることの出来ない唯一の女性がいた…。

マット・ズークリー
1977 年 5 月 20 日生まれ、アメリカ出身。父はイースト・テネシー州立大学の教授で 3 人兄弟。1995 年にチ
ャールストン大学に入学し、1998 年には“ミスター・チャールストン大学”に選ばれた。代表作は、シーズン 7
まで続いたドラマ「グッド・ワイフ」。

二コレット･“ニック”・ネヴィン役 ＜看護師＞
コンラッドの意中の女性。以前は恋人同士だったが、現在は付き合っているのか、いないのか…。付かず離
れずの状態。看護師として冷静沈着に現場を取り仕切り、コンラッドの影の立役者として働く場面を見ると、
やはり彼を好きなのでは？と思わせること多々あり。しかし、コンラッドの前では、ツンデレを装う。

エミリー・ヴァンキャンプ
1986 年 5 月 12 日生まれ、カナダ出身。4 姉妹の 3 番目として生まれる。姉には、女優のケイティ・ヴァンキ
ャンプ。エミリーはバレリーナを目指していたが、姉ケイティがバレリーナのセリア役として出演する映画
「Ladies Room(原題)」の撮影現場を訪れたことがきっかけで役者になろうと決意する。テレビドラマ「リベン
ジ」のエミリー・ソーン役で知られる。そのほかには、「エバーウッド 遥かなるコロラド」でのエイミー・アボット
役。同役でティーン・チョイス・アワードに 4 回ノミネートされた。

デヴォン・プラヴェシュ役 ＜新人インターン＞
ハーバード大学卒のエリートで、インターン。ジャーナリストの彼女と同棲中。医者を夢見て、期待に満ちたイ
ンターン 1 日目にして、コンラッドの指導態度に辟易し、指導医を変えろと訴えるエリートならではの傲慢さを
垣間見せるも、すぐに医療経験の未熟さから、重大な判断ミスを犯してしまう。その後は、なんだかんだ言い
ながらも、コンラッドの指導についていく、将来有望な医者。

マニシュ・ダヤル
1983 年 6 月 17 日生まれ、アメリカ/サウスカロライナ州出身。2005 年にジョージワシントン大学を卒業した
後、ニューヨークに移り役者のキャリアを始める。現在はロサンゼルスに拠点を置いている。出演作は「英国
総督 最後の家」（‘17）、「マダム・マロリーと魔法のスパイス」（‘14）、ドラマ「LAW & ORDER：性犯罪特捜
班」、「新ビバリーヒルズ青春白書」など。

ランドルフ･ベル役 ＜外科部長＞
自身の医療過誤の隠蔽や、権力を振りかざし自分の担当する患者を優先するなど、数々の不正を繰り返す。
また、最新手術用機器ティシャン、通称“神の手”を使った初の外科手術を成功させ、医療業界の話題をさら
うが、実はこの機器を扱いきれず、苦肉の策としてレジテントのミーナの手を借りて、自分の手柄とするなど、
横暴な面を見せる。

ブルース・グリーンウッド
1956 年 8 月 12 日生まれ、カナダ出身。父親は地球物理学者、母親は看護師の家庭に生まれる。妻は元バ
ドミントン選手のスーザン・デブリン。ニューヨークのアメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アート
（AMERICAN ACADEMY OF DRAMATIC ARTS）で演技を学ぶ。主な出演作は映画「ペンタゴン・ペーパー
ズ／最高機密文書」（‘17）、「スター・トレック」（‘09）、「アイ・ロボット」（‘04)、ドラマ「アメリカン・クライム・スト
ーリー/O・J・シンプソン事件」（‘16）、「マッドメン」（‘14）など
※画像クレジット： ©2018 Fox and its related entities. All rights reserved.

『レジデント 型破りな天才研修医』

主なキャスト 続き

ミーナ･オカフォー役 ＜レジデント、研修医 2 年目＞
チャステイン･パーク記念病院に国内で初めて導入された手術用機器ティシャン、通称“神の手”を扱うことが
できる唯一の医者。ナイジェリア人で、アメリカの就労ビザ取得のサポートをするとランドルフに約束され、影
武者となって、初のティシャンを使った手術を成功させる。

シャウネット・レニー・ウィルソン
幼いころ、一番好きだったテレビ番組は「デグラッシ」（‘14)で、ウィル・スミスが初恋の人。社会現象を巻き起
こしたマーベル・スタジオが製作した映画「ブラックパンサー」（‘18)に出演した事で知られている。

レーン･ハンター役 ＜がん専門医＞
チャステイン･パーク記念病院にがん専門医として勤務。別に自分のクリニックも持っている。ランドルフと親
しく、何か病院の秘密を握っている…。

メリーナ・カナカレデス
1967 年 4 月 23 日生まれ、アメリカ/オハイオ州。若いころからダンスと演劇の舞台に立っていた。1986 年、
ミス・オハイオコンテストで準優勝の経歴を持つ。夫は、ピーター・コンスタンティニデス。2 人の娘がいる。
ドラマ「ＣＳＩ：ニューヨーク」シリーズのステラ・ボナセーラ役でお馴染み。「NYPD BLUE ～ニューヨーク市警
15 分署」や「HAWAII FIVE-O」などその他多くの作品に出演。

クレア･ソープ役 ＜最高経営責任者(CEO)＞
チャステイン･パーク記念病院の最高経営責任者(CEO)。

メリン・ダンジー
1971 年 8 月 6 日生まれ、アメリカのカリフォルニア州出身。幼少期にはバレー、ダンス、ピアノやスケートの
練習に励んでいた。姉のチャニング・ダンジは ABC(アメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー)のエンタ
ーテイメント部門の社長。1993 年には UCLA を卒業。UCLA Annual Acting Award の最年少受賞者でもあ
る。複数のエミー賞を受賞した「ビッグ・リトル・ライズ」で探偵クインランを演じたことで有名。その他の主な出
演作は映画「ディープ・インパクト」（‘98）、ドラマ「リゾーリ＆アイルズ」、「クローザー」、「キャッスル ～ミステ
リー作家は事件がお好き」など
※画像クレジット： ©2018 Fox and its related entities. All rights reserved.

■ FOX チャンネルとは
全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやバラエティー番組等、最強のエンターテイメントを最速でお届けして
いる有料チャンネル。『24』や『プリズン・ブレイク』など海外ドラマの最高傑作を送り出してきた FOX は、『ウォーキング・
デッド』や『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』といった大ヒットシリーズをどこよりも早くオンエア。まるで本国で見ているよう
なリアルタイム感で堪能できる。スカパー！、J:COM、ケーブルテレビ、IPTV、Ｈulu、U-NEXT などで視聴可能。

＜チャンネル公式リンクおよび SNS アカウント＞
Web：
tv.foxjapan.com
Facebook：
＠foxtvjapan
Twitter：
＠foxtvjapan
Instagram：
＠foxtvjapan
Entertainment web media： jalee.jp

(アカウント名: FOX)
(アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル)
(アカウント名: FOX チャンネル)
(媒体名: JALEE／ジャリー)

≪報道関係者の方のお問い合わせ先≫
FOX ネットワークス株式会社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com
■視聴者の方のお問い合わせ先

FOX カスタマーサービス

TEL.0570-000-620

（10:00-20:00 年中無休）

