
臨床研修医管理規程 

（目的） 

第１条 この規程は、製鉄記念室蘭病院（以下「製鉄病院」という）において医師法の 

規定に基づき臨床研修を適正、安全かつ円滑に実施するために必要な事項を定め 

ることを目的とする。 

 

（臨床研修の資格） 

第２条 臨床研修を行うことができるのは医師法の規定による医師の免許を取得した 

   者とする。 

 

（臨床研修医の募集・採用） 

第３条 臨床研修医の募集は公募により行い、臨床研修マッチングシステムを利用して 

   採用手続きを実施する。 

  ２．募集要項を作成し、ホームページへの掲載および合同説明会等において広く公 

   募する。 

３．採用試験は応募書類、面接等により実施し、総合的に評価する。 

４．面接試験は理事長、副理事長、院長、副院長、看護部長、事務長等が実施する。 

  ５．臨床研修マッチングシステムに参加し、マッチング結果に従い採用手続きを実 

   施する。 

  ６．マッチ者に対しては採用内定者として仮契約書を締結し、医師国家試験合格に 

より正式採用とする。ただし、医師国家試験に不合格の場合は、仮契約を解除す 

る。 

 

（臨床研修医の身分および処遇） 

第４条 臨床研修医の身分は、常勤正職員とする。 

２．その他の処遇については別に定める製鉄記念室蘭病院職員就業規則を準用する。 

  ３．臨床研修医が協力型臨床研修病院および臨床研修協力施設において研修を行う 

期間の給与は製鉄病院が支払うこととする。 

 

（臨床研修の理念・基本方針・目標） 

第５条 製鉄病院の臨床研修の理念・基本方針は、以下のとおりとする。 

１． 臨床研修の理念、基本方針、目標 

（１）臨床研修理念 

医師としての基本的な診療能力を習得するのみならず、 

社会人としての人格・素養を身につけ、思いやりの心を持って患者と接し、 

全人的な医療を行える医師を育成する。 
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（２）基本方針 

①プライマリ・ケアおよび救急医療に必要な基本的診療能力（態度、知識、技

能）を習得する。 

②安全で安心な医療を行うため、医療安全管理の方策を理解し、習得する。 

③思いやりの心を持って患者およびその家族に向き合い、患者中心の全人的医

療を行える、人間としても信頼される人格・素養を身につける。 

④チーム医療の一員としての役割を理解し、他職種と協調して診療することが

できるコミュニケーション能力を身につける。 

⑤地域医療の現場を経験し、その役割を理解し、実践できる医師となる。 

（３）目標 

 医療人として必要な基本姿勢・態度の習得、基本的な身体診察法・検査・手技・ 

治療法および症状・病態・疾患の経験と救急医療・予防医療等の医療現場を体験す

ることにより、臨床研修の研修理念である「医師が医師としての人格を涵養し、将

来専門とする分野にかかわらず医学及び医療の果たすべき役割を認識しつつ、一般

的な診療において頻繁にかかわる負傷又は疾病に対応できる基本的な診療能力を

身につけること」を目標とする。 

 

（臨床研修病院としての役割・機能について） 

第６条 製鉄病院は、基幹型臨床研修指定病院として臨床研修医を採用するほか、協力 

    型臨床研修病院として、当院が病院群に含まれる基幹型臨床研修病院より要請 

    があった時には、研修医を受け入れる。 

  ２．基幹型臨床研修指定病院として、臨床研修管理委員会において、臨床研修指定 

病院としてのあり方やプログラムの見直しを定期的に実施する。見直しの方法 

としては、各科指導責任者、研修医、看護指導者、コメディカル指導者から広 

く意見を聞き、臨床研修管理委員会において議論する。 

３．臨床研修病院における役割・機能について、外来に訪れる患者や当院で開催さ 

れる各種セミナーに参加している地域住民を対象としたアンケートを実施し、 

臨床研修管理委員会にて結果を報告し、検討を行う。 

 

（臨床研修医の研修期間および所属） 

第７条 臨床研修医の研修期間は原則として２年間とする。 

２．初期研修の２年間は臨床研修部に所属とする。 

 

（臨床研修の方法） 

第８条 製鉄記念室蘭病院・臨床研修プログラムの内容に則り研修が実施されるが、ロ 

ーテートする診療科の順番表は、臨床研修医の希望と各診療科の受入れ体制を考 
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慮して作成する。 

 

（臨床研修医の業務） 

第９条 臨床研修医は製鉄記念室蘭病院・臨床研修プログラムに基づきプログラム責任 

者、指導医、上級医および看護指導者の管理、指導の下、以下の研修を行う。 

  （１）臨床研修医は、担当医として診療チームに加わり、受け持ち患者の診療に参 

    加し、外来、病棟、手術室、宿日直等での診療場面や検査、手術、カンファレ 

ンスなどで指導医の指導のもと積極的に行動する。 

（２）診療行為については「医師診療基本指針」に準拠し、臨床研修医の指示出し 

    基準は、「研修医の医療行為に関する指針（別紙１）」に規定しているが、検査 

    オーダー、電子カルテの記載、投薬、注射オーダー、侵襲的な手技、入退院、 

    入院時指示などの判断においては指導医や上級医、看護指導者などの指導を受 

けて行う。さらに検査・処置・指示や手術などが安全・確実に実施されたこと 

を確認し、実施中・実施後に患者の状態・反応を観察して、指導医や上級医、 

看護指導者に報告を行う。 

（３）臨床研修医は、指導医、上級医の指導の下に１年次より救急医療の実際を経 

  験するために宿日直研修を行う。研修宿日直の時間帯は、日直が８：３０～１ 

  ７：２０、宿直が１７：２０～翌８：３０である。 

（４）臨床研修医は、オリエンテーション、症例検討会、臨床病理検討会（ＣＰＣ） 

  等に出席しなければならない。 

（５）臨床研修医の代表者が、臨床研修管理委員会、院内の委員会活動のうち院内 

感染対策委員会、医療安全管理委員会などに出席し、意見を述べる事ができる。 

  （６）臨床研修医は、互いに情報を共有し、自らが習得した知識、技能、態度を互 

    いに伝達し合うよう努めなければならない。 

  （７）臨床研修医が研修期間中にアルバイト診療を行うことは禁止する。 

 

（診療上の責任および指導体制） 

第１０条 診療上の責任は主治医である指導医・上級医にあり、臨床研修医はあくまで 

   担当医という位置付けである。 

２．臨床研修医は、対応に苦慮する症例、処置等だけではなく、診療計画の作成、 

   評価の実践等についても積極的に指導医にコンサルトし、その指導・指示を仰ぐ 

   必要がある。 

  ３．指導医不在時に臨床研修医が単独で行っていけないことに遭遇した場合は、他 

   の上級医にコンサルトし、その指導・指示に従うこと。 

４．臨床研修宿日直時における指導体制は、救急当直医師の管理・指導責任の下で 

行われる。 
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（患者急変時の連絡体制） 

第１１条 患者急変時の連絡体制については、以下のとおりである。 

（１）通常勤務中の患者急変時の連絡は、指導医、上級医またはその現場にいる医師 

に伝え、その指示を仰ぐこととする。応急手当で手が回らない場合は、看護師に 

指導医等へ連絡を依頼する。急変が治まった後、指導責任者である診療科長に 

必ず報告する。 

（２）臨床研修宿日直時の患者急変時の連絡は、救急当直医師またはＩＣＵ当直医師 

に伝え、その指示を仰ぐこととする。応急手当で手が回らない場合は、看護師に 

救急当直医師またはＩＣＵ当直医師等へ連絡を依頼する。 

（３）上記以外にも院内で緊急事態が発生した場合は、院内緊急コール（コードブル 

ー）を利用できる。院内緊急コール（コードブルー）とは、診療科問わず医師お 

よび医療スタッフを呼び出し、迅速な対応を行うためのシステムで、院内緊急コ 

ール（コードブルー）運用マニュアルを確認すること。 

 

（講演会および研修会） 

第１２条 院内の講演会および研修会については、担当部署または委員会より適宜案 

内がある。 

２．講演会および研修会は、積極的に参加し自己研鑽に努めることを推奨する。 

     ただし、法律で定められた「医療安全管理対策」「感染管理対策」について 

    は必ず参加すること。 

 

（プログラム責任者） 

第１３条 プログラム責任者は研修プログラムの企画立案および実施の管理、研修状況 

    の把握並びに研修医に対する助言、指導、その他の援助を行う。 

２．プログラム責任者は臨床経験１３年以上の関連学会の専門医で科長以上の職 

位を有し、教育に対して深い情熱と関心を有する者の中から病院長が任命する。 

３．プログラム責任者は厚生労働省所定の指導医講習会を受講していることを必 

  須とし、かつプログラム責任者講習会等所定の講習を受講していることが望ま 

しい。 

   ４．プログラム責任者は、研修期間の終了の際に、臨床研修管理委員会に対して、 

    臨床研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告すること。 

 

（指導医） 

第１４条 指導医は担当する分野における研修期間中、上級医の協力を得て臨床研修医 

    ごとに臨床研修の目標の達成状況を把握しながら研修プログラムに基づき臨 

    床研修医に対する教育指導を行う。 
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   ２．指導医は、７年以上の臨床経験を有する者であってプライマリ・ケアを中心 

    とした指導を行うことができる経験および能力を有する者とする。または、厚 

    生労働省が示す「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」に基づく指 

    導医講習会を受講している者（臨床研修指導医）とする。 

   ３．指導医は厚生労働省が示す｢医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針｣ 

    に基づく指導医講習会を受講していることが望まれる。 

   ４．臨床研修医の到達目標の達成状況により、特別に対応が必要という判断がな 

    されれば、研修実施責任者である診療科長と具体的な対応策を検討のうえ、目 

    標達成に向けて指導を行う。なお、このような事例があれば、プログラム責任 

    者に報告しなければならない。 

   ５．指導医は、担当臨床研修医の身体的、精神的変化に気づいたときは、プログ 

    ラム責任者へ報告する。 

   ６．指導医または上級医は、臨床研修医の診療行為および電子カルテ入力につい 

て確認を行い、必要があれば指導を行う。 

  ７．指導医は、臨床研修医のＥＰＯＣへの自己評価に対して指導医評価を入力し、 

レポートの提出があれば、評価を行い、必要があれば指導を行う。 

   ８．指導医は、病院長が任命する。 

 

（上級医） 

第１５条 上級医とは、臨床研修医に対する指導を行うために２年以上の臨床経験お 

    よび能力を有しているものであるが、指導医の要件を満たしていない医師のこ 

    とをいう。 

   ２．上級医は、臨床研修の現場で、指導医と同様に臨床研修医の指導にあたる。 

 

（看護指導者） 

第１６条 看護指導者は、臨床研修医に対する指導を行うために必要な経験および能力 

    を有し、看護部長から指名された主任以上の看護師とする。 

２．臨床研修医への指導は、医師だけに限定するものではなく、病院全体として 

臨床研修医を育成していくという共通の認識の下、看護指導者は研修終了時に 

「臨床研修医一般評価表（別紙３）」を記入のうえ、プログラム責任者へ提出 

する。 

   ３．看護指導者が臨床研修医育成のため必要と判断すれば、個別に面談を実施す 

    ることがある。 

 

（コメディカル指導者） 

第１７条 コメディカル指導者は、臨床研修医に対する指導を行うために必要な経験お 
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    よび能力を有し、各部署の所属長から指名された技師（士）・薬剤師・ＭＳＷ・ 

    臨床工学技士とする。 

    ２．臨床研修医への指導は、医師だけに限定するものではなく、病院全体として 

臨床研修医を育成していくという共通の認識の下、コメディカル指導者は、年 

１回「臨床研修医一般評価表（別紙３）」を記入のうえ、プログラム責任者へ 

提出する。 

   ３．コメディカル指導者が臨床研修医育成のため必要と判断すれば、個別に面談 

    を実施することがある。 

 

（医療安全管理） 

第１８条 臨床研修医は、指導医・上級医の指導のもとに行うが、その際には、「研修 

医の医療行為に関する指針（別紙１）」を参考にする。 

   ２．その他の事項については医療安全管理に関する院内各種規定を準用する。 

 

（健康管理） 

第１９条 臨床研修医は次に定める健康診断等を受けなければならない。 

① 定期健康診断 

② 特殊勤務者に求められる健康診断 

③ 電離放射線健康診断 

④ 必要と判断された感染症に関する抗体検査等 

⑤ 臨時に必要と判断された検診および予防接種等 

   ２．病院長は健康診断の結果、異常が認められた場合には、状況に応じて当該 

    臨床研修医に対して服務の軽減または休養等を命じ、健康保持に必要な措置を 

    とらなければならない。 

 

（臨床研修医評価） 

第２０条 臨床研修医の知識、技能、態度等の臨床研修目標に対する達成度を確認する 

    ため臨床研修医に対する評価を行う。 

２．自己評価と指導医評価をＥＰＯＣに入力し、プログラム責任者はその入力状

況の点検を行うとともに各科ローテート終了時にその結果の総点検を行う。 

３．臨床研修医は、行動目標・経験目標についての自己評価を行い、指導医に評

価を依頼する。 

４．研修状況把握のため、随時、臨床研修部事務局がＥＰＯＣの入力を確認する 

 ことがある。 

   ５．行動目標・経験目標評価とは別に指導医・看護指導者・コメディカル指導者 

    により、総括評価および一般評価を行う。 
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   ６．症例レポートは所定の書式で作成し、原則１症例１レポートとする。 

症例レポートは３０項目全ての症例レポートの提出を必須とする。 

やむを得ず同一症例を複数のレポートに使用する場合は、レポートごとに考察

を行い記載する。作成後は指導医に提出し押印を受け、臨床研修部事務局へ提

出し、さらにＥＰＯＣへのアップロードを行う。 

   ７．症例レポートの提出状況は常に事務局が把握し、充足していない場合には当 

該研修医に催促を行うことがある。 

８．臨床研修医は、常に研修医手帳を携帯し、内容を記入することを義務付ける。 

また、指導医は研修医手帳の記録内容を閲覧し、評価・指導を行う。 

９．一年次研修終了時点で、臨床研修管理委員会にて履修状況の報告を行う。 

履修不十分と認められる場合には当該科目において再度研修を実施すること 

とし、選択科目の研修期間をこれにあてる。 

  １０．二年次に関しては当該年度の９月末時点で履修状況を取りまとめ、臨床研 

修管理委員会にて報告を行い、進捗状況について検討する。履修不十分と認め 

られる場合には、研修修了までに調整を行うこととする。 

 

（指導医評価） 

第２１条 各研修科目の指導体制および指導方法の向上を目的として、臨床研修医は指 

導医に対する評価を行う。 

２．臨床研修医は、研修期間を終える度にＥＰＯＣに指導医の評価を入力する。 

臨床研修医が行った指導医評価により、当該臨床研修医が不当な扱いを受けな 

いよう配慮する。 

   ３．研修環境評価結果は、臨床研修管理委員会等で検討のうえ、各診療科長宛て 

    文書でフィードバックし、その評価文書をもとに各診療科長と指導医との面談 

    等によりフィードバックし、研修体制を充実させていく。 

   ４．臨床研修医が指導内容に関して改善希望がある場合には要望書を作成しプロ 

    グラム責任者を通じて病院長に提出することができる。この場合、病院長は必 

    要に応じて臨床研修管理委員会を招集のうえ、審議した結果について当該臨床 

    研修医へ通知しなければならない。 

 

（臨床研修管理委員会） 

第２２条 臨床研修の目的達成と研修内容および研修環境の充実を図り、臨床研修プロ 

    グラムおよび臨床研修医の管理、評価等を行うことを目的として臨床研修管理 

    委員会を設置する。 

２．臨床研修管理委員会の運営は別に定める規程に基づき実施する。 
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（臨床研修の中断・再開） 

第２３条 臨床研修管理委員会はプログラム責任者または研修実施責任者からの発議 

    に基づき、臨床研修医としての適性を欠く場合、病気その他の自由により臨床 

    研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には当該臨床研 

修医がそれまでに受けた臨床研修への評価を行うと共に、病院長に対し当該臨 

床研修医の臨床研修の中断を勧告できる。 

   ２．病院長は前項の勧告または臨床研修医自身の申し出により、当該臨床研修医 

    の臨床研修を中断できる。 

   ３．病院長は臨床研修医の臨床研修を中断した場合には、当該臨床研修医の求め 

    により厚生労働省の基準に沿って臨床研修中断証（様式１１）を交付する。こ 

    のとき、病院長は、臨床研修医の求めに応じて、他の臨床研修病院を紹介する 

    等の臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路指導を行わな 

    ければならない。さらに、病院長は、速やかに、臨床研修中断報告書（様式１ 

    ２）および当該臨床研修中断証の写しを管轄する地方厚生局宛てに送付する。 

   ４．臨床研修を中断した者が臨床研修中断証を添えて研修再開を申し出た場合、 

    病院の実状に応じて検討のうえ、厚生労働省の基準に沿って研修を受け入れる。 

   ５．病院長は、中断者の研修再開を認めた場合には、研修再開の日から起算して 

    １月以内に「臨床研修の再開の受け入れに係る履修計画表（様式１３）」を管 

    轄する地方厚生局に提出しなければならない。 

 

（臨床研修の取消し） 

第２４条 臨床研修医が以下に該当する場合、臨床研修管理委員会の決議に基づき、病 

    院長は、研修の取消しをすることができる。 

（１） 臨床研修医辞退手続きの完了 

（２） 医師免許の取消しもしくは停止、または医業の停止処分を受けたとき 

（３） 法令・条例および規程に違反したとき 

（４） 臨床研修プログラムに基づいて研修を行わなかったとき 

（５） 研修中にアルバイトを行ったとき 

（６） 死亡したとき 

 

（臨床研修の修了認定および未修了） 

第２５条 既定の評価により臨床研修医が臨床研修を修了したと認め、臨床研修管理 

    委員会の承認を受けた場合は、病院長決裁後、遅滞なく当該臨床研修医に対し 

    て臨床研修修了証（様式１４）を交付する。 

   ２．研修修了の判定は、研修管理委員会にて行われ、修了基準以下のとおりとす

る。 
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  ①行動目標の評価 ： 医療人として必要な基本姿勢・態度 

→全項目についてＢ評価以上が望ましい 

②経験目標の評価 ： 経験すべき診察法・検査・手技 

1)経験すべき症状・病態・疾患 

→必修項目については１００％経験、全項目でも１００％経験を目標とする。

なお、当院受診患者に対象症例がなかった場合なども考えられるため、症例

経験の努力の結果、やむを得ない場合は、全項目の９０％以上かつ必修項目

は１００％とする特例を設け、研修管理委員会の審査を経て判定する。 

2)特定の医療現場の経験 

→全項目についてＢ評価以上が望ましい 

③症例レポートの提出 

→３０項目全レポート提出を必須とする 

④研修休止日数（休暇含む） は、 上限を９０日とする 

⑤人間性、社会性（医師としての適性） 

   ３．既定の評価により臨床研修医が臨床研修を修了していないと判断した場合は、 

    厚生労働省の基準に沿って、遅滞なく当該臨床研修医に対して理由を付して文 

    書（様式１５）で通知する。ただし、特殊な事情があると判断された場合は、 

臨床研修管理委員会にて審議を行う。なお、未修了とした場合には、病院長は、 

研修を継続させる前に、当該臨床研修医が「臨床研修の未修了者に係る履修計 

画表（様式１６）」を管轄する地方厚生局宛てに送付する。 

 

（記録の保管） 

第２６条 臨床研修を受けた臨床研修医に関する記録（研修医手帳、履歴書等）は当該 

臨床研修医が臨床研修を修了または中断した日から５年間、臨床研修部事務局 

において保管する。 

 

（臨床研修修了後の進路） 

第２７条 当院での後期研修を希望する者は、病院が認めた場合に後期研修医として採 

用される。 

   ２．当院での後期研修を希望されることが望ましいが、自主性を尊重する。 

３．臨床研修終了後の進路希望先宛ての推薦状・証明書・見学依頼書を希望する 

場合は、推薦状・証明書・見学依頼書が必要となる２週間前までに臨床研修事 

務局に問い合わせること。 

４．臨床研修終了後の進路が決定したら、臨床研修部事務局に報告すること。 

 

（臨床研修修了者の勤務先） 
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第２８条 臨床研修修了者の退職後勤務先については、退職届等にて把握するが、それ 

以上の追跡については、個人情報保護を遵守しながら、臨床研修医からの連絡 

があった場合は記録する。 

   ２．臨床研修医からの連絡については、研修終了年度末に行う「医籍登録に関す

る説明」の際に勤務先・住居を変更の度、臨床研修部事務局あてに連絡しても

らうよう説明する。 

 

（臨床研修の相談窓口） 

第２９条 製鉄記念室蘭病院における研修に関する内容全般から将来の進路に至るま 

で相談がある場合は、臨床研修部事務局を窓口として、適宜病院長・プログラ 

ム責任者・各診療科長らに相談できる。 

 

（メンター制度） 

第３０条 臨床研修医の心と身体に配慮して、メンター制度を取り入れる。 

２．メンターは、製鉄病院の常勤医師であって、臨床研修医に対する指導を行う 

ために必要な経験および能力を有しているものであり、指導医または上級医で 

あること。 

   ３．臨床研修医が指導医または上級医の中からメンターを選び、プログラム責任 

    者によって依頼される。 

４．メンターの任期は、原則１年とし、再任を妨げない。 

５．メンターは、１名の臨床研修医（メンティー）を担当する。 

   ６．メンターは、担当する臨床研修医（メンティー）と接する時間を作り、性格 

    や心配事を把握するように努める。さらに、研修生活、進路など心配事や悩み 

    がある時にいつでも相談できる雰囲気を作っておくこと。 

   ７．メンターは、担当する臨床研修医（メンティー）の身体的、肉体的、精神的 

    変化に気づいたときには、対応にあたる。また、必要に応じてプログラム責任 

    者に報告し、対応を協議する。 

 

 

 

附則 

１． この規程は、平成２４年４月１日より施行する。 

平成２６年 ４月 １日 改訂 

平成２６年 ６月１２日 改訂 

 

（別紙） 
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別紙１ 研修医の医療行為に関する指針 

別紙２ 臨床研修医総括評価表 

別紙３ 臨床研修医一般評価表 

 

（様式） 

様式１１：臨床研修中断証 

様式１２：臨床研修中断報告書 

様式１３：臨床研修の再開の受け入れに係る履修計画表 

様式１４：臨床研修修了証 

様式１５：臨床研修未修了理由書 

様式１６：臨床研修の未修了者に係る履修計画表 


