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Ⅰ．臨床研修の理念 

  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。 

 

Ⅱ．臨床研修の基本方針・目標 

 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。 

 

Ⅲ．プログラムの名称等 

 ＜プログラムの名称＞  製鉄記念室蘭病院臨床研修プログラム 

 ＜ プログラム番号 ＞  ０３０９５６３０１ 

 ＜プログラム責任者＞  仙丸 直人（プログラム責任者養成講習会、指導医講習会修了） 

＜副プログラム責任者＞ 田中 康正（プログラム責任者養成講習会、指導医講習会修了） 

 

Ⅳ．プログラムの特色 

１．ローテーション研修 

〔１年次〕 

・１年次は、基本研修科および必修分野をローテートする 

1 年次：内科２４週、救急 4 週、麻酔科(救急)8 週、外科 8 週、小児科４週、産婦人科４週、精神科４週 

・内科２４週は、循環器内科、消化器内科・血液腫瘍内科、呼吸器内科を８週ずつ研修する 

・１年次に麻酔科を８週研修する（うち４週は救急分野としてカウント） 

・その他の必修分野として、外科 8 週、産婦人科４週、小児科４週、精神科４週で研修をする 

 

〔２年次〕 

・２年次は、必修分野及び自由選択（研修医希望分野）また、基本研修、必修の不足分をローテートする 

2 年次：必修不足科４週、救急 4 週、地域医療４週、自由選択４０週 

・自由選択は、循環器内科、消化器内科・血液腫瘍内科、外科、麻酔科、小児科、産婦人科、脳神経外科、 

整形外科、心臓血管外科、泌尿器科、臨床病理、放射線科、地域保健から選択する 

・２年間の研修中は、研修目標の達成度合により「柔軟な対応」「研修医の希望に沿う」研修を目指している 
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〔研修スケジュール例〕 

 

週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 ４週 

１年次 循環器内科 循環器内科 

消化器内科 

血液腫瘍内科 

消化器内科 

血液腫瘍内科 

呼吸器内科 呼吸器内科 

麻酔科

(救急) 

麻酔科 外科 外科 小児科 産婦人科 救急 

２年次 救急 精神科 地域医療 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 自由選択 

※研修の順番は、研修医の希望と各研修科や協力施設の受け入れ体制を考慮したうえで決定する 

 

２．救急研修 

救急研修は１年次８週（麻酔科４週・日中救急４週）２年次４週（救急４週）２年間で 12 週研修を行う。 

 〔１年次〕 

  ブロック研修を研修し、更に２年間を通じて日中救急、救急当直を定期的に研修する（救急当直は月 2 回程度） 

研修初期（4～9 月）は、指導医・上級医が初期診療を行い、見学を主体としながらトリアージ等に携わる。 

能力・技量が一定程度のレベルに達したあとは、研修医が段階的に初期診療にあたる。 

指導医・上級医は診察室に同席し、監視または助言を行う。 

 

〔２年次〕 

  ２年次からは、指導医・上級医同席のもと、初期対応、トリアージ、初期治療を実施する。専門的な診療が必

要とされる場合は、オンコール体制のもと各科待機医師にコンサルトし、必要に応じて呼び出すことができる。 

また、同席する指導医・上級医がいつでも相談・サポートする体制を確保している。 

各科指導医・上級医は、電子カルテを通じて研修医に対し振り返りなど適切に指導を行う。 

 

３．一般外来研修 

内科研修中に総合内科にて並行研修として一般外来研修を行う。 

また地域医療研修時に沖縄離島診療所、もしくは本輪西ファミリークリニック等のいずれかにて一般外来研修

を４週実施することも可能。 

 

４．教育型 CPC 

  研修医が一人一例受け持ち、教育型臨床病理カンファレンス（CPC）を病理指導医のもと実施 

５．オリエンテーション 

研修開始にあたり、電子カルテ使用方法・医療安全・感染対策・保険診療・地域医療連携等のオリエンテーシ

ョンを実施 
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６．各科に共通する研修方針 

①医師としての基本的姿勢・態度 

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を学ぶため、各院内チー

ムの活動に参加する。院内チームとは、緩和ケアチーム、感染対策チーム、栄養サポートチーム、褥

瘡対策チーム、呼吸ケアチームがあり、活動に参加することでチーム医療を学ぶ。 

②インフォームド・コンセント 

  各科での研修において、指導医とともにインフォームド・コンセントを経験する。指導医のインフ 

ォームド・コンセントに同席し見学を実施したのち、インフォームド・コンセントの内容により、指 

導医の監督の下で一定程度のインフォームド・コンセントを自ら実施する。実施後は、指導医からの 

評価・フィードバックを受ける。 

  セカンド・オピニオンの実施がある場合は、その場に参加し、指導医のもと方法について学ぶ。 

③医療安全、感染対策、医療の社会性 

  研修開始時オリエンテーションの他、院内で開催される職員向けの研修会において、医療安全、感 

染対策、保険診療、介護保険、地域医療、医薬品や医療機器の安全研修等について講習を受ける。ま 

た、院内防火・防災訓練に参加し、対応体制を学ぶ。 

④基本的臨床検査 

  研修期間内に、各科での臨床検査研修の他、病理・臨床検査室での研修を行い、基本的臨床検査に 

関する知識・技術を身につける。 

 

【研修項目】 

１）一般検査（尿検査主体） 

２）血液検査 

３）生化・免疫学検査 

４）輸血関連（血液型・交差試験） 

５）微生物検査（染色・培養主体） 

６）生理機能検査（心電図・肺機能・超音波） 

７）細胞診・病理検査 

 

研修後は、臨床検査研修終了証明書兼評価表に自己評価を記入し、担当技師および病理・臨床検査室

技師長、病理・臨床検査室長の署名・捺印を受ける。 

⑤基本的手技 

各科研修プログラムにおける手技指導の他、シミュレーターでの研修が実施可能である。院内シミ

ュレーターは研修医であれば自由に使用することができ、使用の際は使用簿に日時や研修医氏名を記

載し、指導医から指導を受ける。指導を受けた際の評価および評価コメントは使用簿に記載し、閲覧

することができる。 

⑥医療記録 

各科研修時に、診療録の作成、紹介状の作成、診断書の作成を経験する。作成時には、指導医が内

容についてチェックを行い、指導医による承認が必要である。また、死亡診断書については、指導医
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の立会いの下で作成を経験し、記載方法について学ぶ。 

⑦診療計画の作成 

各科での研修において、指導医とともに診療計画の作成を経験する。入院時には指導医とともに入

院計画書を作成し、また退院時には退院時カンファレンスに出席し、退院計画書の作成にも携わるこ

とで、診療計画の作成方法を修得する。 

⑧終末期医療 

２年間の研修期間において、患者さんに対する心理社会的側面への配慮、告知をめぐる諸問題への

配慮、死生観・宗教観などへの配慮について学ぶ。また臨終に立ち会い、適切な対応方法を修得する。 

 

〔協力型臨床研修病院と研修協力施設〕 

研修分野 研修病院・施設 名  称 

精  神  科 協力型臨床研修病院 恵愛病院 

精  神  科 協力型臨床研修病院 三愛病院 

精  神  科 協力型臨床研修病院 総合病院伊達赤十字病院 

地 域 医 療 

一 般 外 来 
臨床研修協力施設 

沖縄県立南部医療センター・ 

こども医療センター附属離島診療所 

地 域 医 療 臨床研修協力施設 野尻内科・消化器科クリニック 

地 域 医 療 

一 般 外 来 
臨床研修協力施設 本輪西ファミリークリニック 

地 域 医 療 

一 般 外 来 
臨床研修協力施設 寿都町立寿都診療所 

地 域 医 療 臨床研修協力施設 洞爺温泉病院 

地 域 保 健 臨床研修協力施設 介護老人保健施設 憩 

Ⅴ．募集定員および募集・採用の方法 

１．募集定員 

９名 

２．採用方法 

①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、病院長、プログラム責任者、副プログラム責任者、看護部長、コメディカル代表者、副理事長また

は事務長が実施する。 

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。 

 

Ⅵ．研修評価 
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１．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．臨床研修医は、研修期間を終える度に行動目標・経験目標についての自己評価をＥＰＯＣに入力し、指導医に評価を依頼。 

３．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。 

※ 新ＥＰＯＣが導入され次第、「Ⅵ．研修評価」項目は内容を見直し、修正を行う予定。 

 

Ⅶ．身分および処遇等 

１．身  分： 製鉄記念室蘭病院の常勤職員 

 ２．研修手当： １年目／月額６００，０００円  ２年目／月額６００，０００円 

         賞与 なし 

         救急当直手当 １年次 ２０，０００円／回  ２年次 ４０，０００円／回 

         時間外手当  病院規定により支給 

 ３．勤務時間： 月～金曜日 ８時３０分～１７時２０分（土曜完全休診） 

 ４．有給休暇： 年間２０日間 

 ５．宿泊施設： 宿舎有り 

 ６．保  険： 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入 

 ７．健康管理： 年２回、誕生月とその半年後に健康診断を実施 

 ８．医師保険： 医師賠償責任保険（病院負担で加入） 

 ９．研修活動： 学会、研究会等への参加（旅費・参加費等は予算内で実費を病院が負担） 

１０．禁止事項： 研修期間中のアルバイト診療禁止（臨床研修医管理規程第９条参照） 

 

Ⅷ．指定医療機関、学会認定施設 等 

（指定医療機関等） 

救急告示病院 労働者災害補償保険指定医療機関 

身体障害者福祉法指定医療機関 生活保護法指定医療機関 

ＤＰＣ対象病院 母体保護法指定医の配置されている医療機関 

指定自立支援医療機関(育成・更生医療、精神医療） 児童福祉法に規定されている入院助産施設 

臨床研修指定病院 保健医療機関指定病院 

北海道ＤＭＡＴ指定医療機関 北海道がん診療連携指定病院 

外国医師臨床修練指定病院 災害拠点病院指定 

肝疾患に関する専門医療機関  

（学会等認定施設） 

日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本消化管学会胃腸科指導施設 日本カプセル内視鏡学会指導施設 
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日本血液学会認定血液研修施設 日本呼吸器学会専門医制度関連施設 

日本外科学会専門医制度修練施設 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 

日本呼吸器外科学会専門医制度関連施設 日本乳癌学会認定関連施設 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本泌尿器科学会専門医制度教育施設(基幹教育施設） 

日本産婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 日本麻酔学会麻酔科認定病院 

日本臨床細胞学会教育研修施設 日本栄養療法推進協議ＮＳＴ稼働施設 

日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ専門療法士認定教育施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

３学会構成(※1）心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医認定修練施設(基幹施設） 

関連学会構成(※2）日本ステントグラフト実施基準管理委員会ステントグラフト実施施設(腹部・胸部大動脈瘤) 

日本オートプシー・イメージング学会 A 認定施設 

日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 

脊椎脊髄外科専門医基幹研究施設 がん薬物療法認定薬剤師研修事業研修施設 

日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医修練認定施設 

日本糖尿病学会認定教育関連施設 

（※１）３学会＝日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会 

（※２）１０学会＝日本脈管学会、日本循環器学会、日本 IVR 学会、日本血管外科学会、日本心臓血管外 

科学会、日本静脈学会、日本血管内治療学会、日本心血管インターベンション治療 

学会、日本人工臓器学会、日本胸部外科学会 

 

Ⅸ．各科研修プログラム 

○循環器内科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

患者を主治医として診察し、そこから特異的な問題点を解決していく姿勢を身につける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）基本姿勢・態度 

・患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立できる。 

・医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協調 

できる。 

・患者の問題を把握し、問題解決型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣を身につける。 

・患者ならびに医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身につけ、危機管理に参画できる。 

・チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な症例呈示と意見交換を行うことができる。 

・医療の持つ社会的側面を理解し、社会に貢献できる。 

（２）基本的な臨床能力（知識、技能、情報収集能力、総合判断力など） 
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・バイタルサインの把握ができる。 

・問診から始まる治療の順序に沿って臨床実践ができる。 

・ライン確保など、緊急の初期治療に必要な手技ができる。 

・カルテ記載、書類の記載など、専門家としての立場で記述できる。 

・患者の問題点など、上級医などに適確に報告できる。 

・医療用モニターの測定値などが正しく評価できる。 

・緊急性のある事柄について、素早く反応できる。 

・各種薬剤（使用薬剤）の適量・副作用などを理解し、間違いのない使用ができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

（１）病棟回診 

・基本的に、研修医も担当患者の主治医となる。 

・基本的なベッドサイドでの処置を指導医の監視下で経験する。 

・コメディカルスタッフにわかりやすい的確な表現でコミュニケーションをとる。 

・自分の能力レベルを把握し、上級医等とよく相談して、診療にあたる。 

・循環器科のすべてのスタッフの動きをみて、最重要な仕事を察知する。 

・データや画像などをいち早く評価し、その後の計画を立てる。 

（２）心臓カテーテル検査 

・清潔操作を経験し、カテーテル手技の基本を修得する。 

（３）外来診療 

・研修２年次以降は、指導医の監視の下、週１回の外来診療を行う。 

（４）カンファレンス、勉強会など 

・担当した疾患について、指導医とのディスカッションを行う。 

・診療チーム毎のチームディスカッションや毎週原則全指導医参加の診療科カンファレンスを行い、理解を 

深める。 

・学会発表、院外での講演会や勉強会にも参加する。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔週間スケジュール〕 

（１年次研修例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

８：３０  病棟総回診    

９：００ 
病棟回診 

トレッドミル 

病棟回診 

負荷心筋シンチ 

病棟回診 

トレッドミル 

病棟回診 

負荷心筋シンチ 

病棟回診 

経食道心エコー 

１３：００ 心カテ 心カテ 心カテ 心カテ 心カテ 

１７：３０ 
病棟チーム 

カンファレンス 

心カテ 

カンファレンス 

研修医 

カンファレンス 

心カテ 

カンファレンス 

病棟チーム 

カンファレンス 
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※上記の他、月３回程度で時間内救急外来研修あり 

 

（２年次研修例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 ８：３０  病棟総回診    

 ９：００ 
病棟回診 

トレッドミル 
外来診療 

病棟回診 

負荷心筋シンチ 

病棟回診 

負荷心筋シンチ 

透析室 

経食道心エコー 

１３：００ 
心カテ 

救急当番 

外来診療 

病棟回診 
心カテ 心カテ 

心カテ 

病棟回診 

１７：３０ 
病棟チーム 

カンファレンス 

心カテ 

カンファレンス 

研修医 

カンファレンス 

心カテ 

カンファレンス 

病棟チーム 

カンファレンス 

 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 中村 裕一 循環器内科長 

上級医 松木 高雪 理事長 

指導医 高橋  弘 透析科長、循環器内科科長 

上級医 岡崎 雄介 主任医長 

指導医 髙田 明典 糖尿病内科長、主任医長 

上級医 水野 雅司 医長 

上級医 木村 幸滋 医長 

上級医 柴田 智 医長 

 

○消化器内科・血液腫瘍内科 

〔研修プログラム〕 

１  一般目標（ＧＩＯ） 

  消化器・血液疾患を中心とした症例を通じて、医師としての基本的な姿勢・知識・技術を身につけることを目

標とする。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）良好な患者-医師関係を築き、病歴聴取、診察に習熟する。 

・癌患者の診療に関わり、心理社会面への配慮、告知に関する問題、疼痛管理についても学ぶ。 

（２）患者の状態により検査の優先度、侵襲性を考えた検査計画を立案できる。 

・腹痛、嘔気・嘔吐、便通異常などの症候について、鑑別診断に必要な検査を計画することができる。 
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（３）消化器・血液腫瘍内科にて必要な基本的検査を経験し、結果の解釈ができる。 

・腹部単純 X 線写真および、腹部 CT の簡単な読影ができる。 

・腹部エコーで腹部の簡単なスクリーニングが出来る（胆石、腹水など） 

（４）特に侵襲性が強い検査の偶発症について習熟する。  

 ・消化器内視鏡検査の適応や合併症などを理解し、インフォームド・コンセントができる。 

・骨髄穿刺検査の適応や合併症などを理解し、インフォームド・コンセントができる。 

（５）急性腹症、急性消化管出血の初期診療に関わり、適切な初期対応ができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

消化器チームと血液腫瘍チームの２チームを月ごとにローテーションする 

（１）病棟入院患者担当 

・病棟入院患者の診療（指導医とともに数名の患者の担当医となり、またチームにおける入院患者を指導医とと

もに診ること）を中心に、入院診療の実際、基礎的知識や各種の一般的手技などの研修を行う。 

・各種検査のオーダリングやデータ参照、画像（RIS/PACS）参照法などについても、実践を通じて習得する。 

（２）チームカンファレンス 

・チーム内での入院患者に関するカンファレンスに出席し、ディスカッションに参加する。より疾患や治療

内容を深く理解することを目的とする。 

（３）検査見学実習 

・上部・下部消化管内視鏡検査を中心として、ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査）や ESD（内視鏡的粘

膜下層剥離）など内視鏡的治療の見学研修を行う。 

・内視鏡検査室に設置された内視鏡検査教育用シミュレーターを利用し、内視鏡検査の基本的手技の訓練を実施

する（シミュレーション）。 

・指導医の監督のもと、症例を選んで内視鏡検査の一部を実際に実施する。上部内視鏡検査、下部内視鏡検査、

上・下部イレウスチューブ留置、小腸造影検査、ERCP、PTCD、PTGBD 等の検査、基本的手技に参画する。 

（４）外来見学 

 ・主に消化器・血液腫瘍系疾患の再来および紹介患者に対する外来診療の基本を研修する。 

 ・外来患者の対応の仕方や、教科書的基礎知識や処方例などを繰り返し見ることで体得し、知識を整理すること

ができる。 

（５）合同カンファレンス（週１回） 

・外科医、病理医、放射線科医とともに、消化器科から外科への手術依頼症例を提示、ディスカッションを行う。 

・外科からの手術所見や術後経過報告、病理医からの病理所見報告などを併せて実施。 

・研修医がプレゼンテーションなどを実際に行い、症例の内容や要領を得たプレゼンの仕方を学ぶ。 

（６）ＣＰＣ（臨床病理検討会） 

・臨床研修担当指導医に加え、病理医による指導を受け、研修医にも症例発表を担当してもらい、ディスカッシ

ョンを行う。 

（７）研修会・勉強会・講演会 

・院内全体研修会や院内クリニカルパス大会、NST 勉強会、院外の学術講演会等への参加を通じた幅広い研修を

行う。 

（８）救急（当科関連） 



- 11 - 

 

・急性腹症、消化管出血等の消化器系救急に関しての症例を経験する。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。すなわち、ＥＰＯＣオンライン卒後臨床研修評価システム、科別プログラム評価表、

研修医総括評価表による評価を実施している。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 前田 征洋 病院長 

指導医 藤井 重之 消化器内科長 

指導医 安部 智之 主任医長 

上級医 小野 道洋 主任医長 

上級医 山田 充子 医長 

上級医 山田 尚太 医長 

上級医 吉田 正宏 医長 

上級医 佐賀 潤也 医長 

上級医 大岩 修太郎 医長 

上級医 渡辺 大地 医長 

 

○呼吸器内科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

ともに診療を実践する中で、ガイドライン・エビデンスに基づいた呼吸器診療の基礎を身に付ける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）検査法 

・動脈血ガス分析、細菌学的検査（痰・胸水など）、呼吸機能検査、気管支鏡検査、画像検査（胸部 X 

線写真・ＣＴなど）の選択理由と結果の解釈、それに基づいた臨床診断が可能。 

（２）検査・治療手技 

・動脈血採血、胸腔穿刺、胸腔ドレナージ、気管支鏡を用いた気管内挿管が可能。 

（３）基本的治療法 

・代表的な呼吸器疾患に対する薬物療法、酸素療法、人工呼吸器管理（ＮＰＰＶを含む）の治療内容 

とその選択理由、期待される効果を説明可能。 

・呼吸器感染症に対してガイドラインに基づいた初期診療を行うことができる。 

・呼吸不全の原因・病態を診断し、酸素療法・人工呼吸管理を適切に行うことができる。 

・気管支喘息発作に対して適切な薬物療法・呼吸管理ができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 
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・指導医とともに入院患者・救急患者の診療を行う。 

・手術カンファレンス（呼吸器外科と術前・術後症例検討）に参加する。 

・肺を診る会（他施設との合同画像読影研修）に参加する。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 田中 康正 呼吸器内科長 

指導医 近藤  瞬 医長 

上級医 高橋 知之 医長 

上級医 関川 元基 医長 

 

○外科 

1〔研修プログラム〕 

１-1 一般目標（ＧＩＯ） 

外科治療が必要な救急疾患の診断から治療を理解し、外科に関する基本的知識、技能の修得を目標とする 

1-２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）外科的治療を要する救急疾患の診断・治療を理解する 

・腸閉塞（絞扼性イレウスの鑑別） 

・急性胆嚢炎（早期手術の適応） 

・急性虫垂炎 

・ヘルニア（陥頓） 

・気胸・血気胸 

・その他の急性腹症（消化管穿孔・出血など） 

（２）救急疾患や頻度の多い疾患の手術に参加し手術適応・治療法を理解する 

  ・ヘルニア根治術 

・虫垂切除 

・胆嚢摘出術 

・腸閉塞解除・腸切除 

・乳房切除（癌） 

・胃切除（癌） 

・大腸切除（癌・穿孔など） 

・肝・胆・膵手術（癌） 

・肺切除（癌・気胸） 
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（３）基本的外科的手技・処置を修得する 

・創傷処置を修得する 

・皮膚縫合を修得する 

・胸・腹腔穿刺、中心静脈カテーテル挿入を修得する 

・胸腔ドレーン挿入を修得する 

（４）重要な検査の診断が可能になる 

・胸部Ｘ－Ｐ、腹部Ｘ－Ｐ 

・胸部・腹部・骨盤ＣＴ 

・胸部・腹部・骨盤ＭＲＩ 

・腹部・乳腺超音波 

（５）術前リスクの評価を修得する 

・心肺機能 

・肝機能 

・腎機能 

・代謝内分泌機能その他 

（6）術後管理を理解する 

  ・ドレーン管理 

・術後傷部の管理 

・術後疼痛管理 

・患者さん水分バランスの管理 

・術後検査所見の評価 

1-３ 研修の方針（ＬＳ） 

・頻度の高い外科的治療を必要とする救急疾患については、実際に手術に参加することによって、診断から治

療までの一連の流れを理解する 

・手術に参加し、手術が必要とされる疾患の治療法を理解する 

・縫合、中心静脈カテーテル挿入、胸腔ドレーン挿入の手技を身につける 

・毎日病棟回診を行い、術前後の患者さんの状態を把握する 

・外科系志望者に実際の Dry box で腹腔鏡下操作のトレーニング 

・外科系志望者実際の手術の教育ビデオを用いた教育。技能および知識の基準を満たしたものに手術執刀の 

機会 

・学会、手術前カンファレンス、内科外科合同カンファレンスでの発表を通して、プレゼンテーション能力を

身につける 

1-４ 評価方法（Ｅｖ） 

・手術中に解剖用語に対する質疑応答 

・外来実習後ガイドラインに基づいて手術適応について質疑応答 

・朝病棟カンファで入院患者のプレゼン 
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・術前カンファで術前患者のプレゼン 

・担当者から適宜評価後フィードバックを行う 

 

2. 手技の指導手順 

2-1 手技：真皮縫合、中心静脈カテーテル挿入、中心静脈ポート挿入胸腔ドレーン挿入、手術執刀（外科系志望者） 

・手技の解説書、ビデオなどで勉強 

・上級医の実際の手技を解説しながら観察 

・可能な時シミュレーターなどを使ってトレーニング 

・指導医の補助下で実際の手技を行う 

2-2 手技の評価 

手技中および手技直後に指導医によるできの評価および改善点についてフィードバックを行う 

 

3．外来研修 

3-1 毎週火曜日または木曜日午後に外来見学を行う 

3-2 場所：外科外来 

   スケジュール：毎週火曜日または木曜日午後２時から 

   経験・修得すべき項目： ・手術の適応 

・術式選択の基準 

3-3 指導法：主に実際の患者さんの手術の Informed Consent の見学をする。 

   終了後は手術の適応などについてガイドラインを含めた内容について研修医に質問をしながら教える 

〔週間スケジュール〕 

    火・金は朝８：００～カンファレンス  

金：外科で 1 週間の手術患者のカンファレンス 

火：内科・外科・放射線科・病理で手術依頼患者および術後患者のカンファレンス 

  月・水・木は朝８：３０～ 

  手術は月～金まで毎日あり、手術に入らない日は回診、検査手技等を行います。 

  土日は基本的にどちらか１日は回診補助。翌週のカンファレンスの準備を行います。 

〔指導医・上級医一覧〕 

 【外科・消化器外科】 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 仙丸 直人 副院長 

指導医 長谷 龍之介 呼吸器外科長 

指導医 東海林 安人 外科長 

上級医 武藤 潤 主任医長 

上級医 佐藤 彰記 医長 

指導医 サシーム・パウデル 医長 

上級医 斎藤 崇宏 医長 
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上級医 石堂 敬太 医長 

 

 【呼吸器外科】 

指導等 氏  名 職  名 

指導医 長谷 龍之介 呼吸器外科長 

上級医 武藤 潤 主任医長 

 

○麻酔科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 将来専門とする分野に関わらず、麻酔科の基本的な臨床能力（知識、技能、情報収集能力、総合判断力）を習得

し、医師として望ましい姿勢を身に付ける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

Ⅰ．血管確保  

 ①末梢静脈確保 

 ・適切な部位の選択ができる 

・適切なカテーテルの太さを選択できる 

 ②中心静脈路確保 

・大腿静脈より中心静脈カテーテルを挿入できる 

・動脈誤穿刺を認識し、指導医に報告できる 

・内頸静脈より中心静脈カテーテルを挿入できる 

・穿刺による気胸を認識し、指導医に報告できる 

 ③動脈カテーテル挿入 

 ・適切な穿刺部位の選択ができる 

 ・橈骨動脈カテーテルを挿入できる 

 

Ⅱ．気道確保 

①気道確保 

・患者、術式などに適した気道確保法が選択できる。 

・気道確保困難症の予測ができる。 

・バッグマスク換気ができる 

・エアウェイなどの補助器具を必要に応じて使用できる 

・換気が十分にできていることを身体所見・モニターから診断できる 

・咽頭痙攣、気管支痙攣、気胸を確認し、指導医に報告できる 

②気管挿管 
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・適切な気管挿管法を選択できる。 

・低酸素血症を認識し、指導医に報告できる 

・解剖学的に異常がない患者の気管挿管ができる 

③ラリンジアルマスク 

・適切なラリンジアルマスクのサイズを選択できる 

・ラリンジアルマスクをスムーズに挿入できる 

・誤嚥を認識し、指導医に報告できる 

 

 

Ⅲ．モニタリング 

 ①心電図 

・心電図の電極を正しく貼り、適切な誘導を選択できる 

・不整脈の鑑別診断ができる 

・心筋虚血や危険な不整脈を認識し、指導医に報告できる 

②血圧測定 

・適切な血圧測定法を選択できる 

・適切なマンシェットの幅を選択し、正しく装着できる 

・観血的動脈圧測定用回路を組み立てることができる 

・異常な低血圧・高血圧を認識し、指導医に報告できる 

・動脈圧波形の異常を認識し、指導医に報告できる 

③パルスオキシメータ 

・正しく装着できる 

・測定値の評価ができる 

④カプノメータ 

・正しく装着できる 

・測定値の評価ができる 

⑤体温モニター 

・体温測定機器を適切に接続して使用できる 

・低体温（３６℃以下）を認識し、指導医に報告できる 

⑥筋弛緩モニター 

・筋弛緩モニターを適切な部位に装着できる 

・四連刺激法（ＴＯＦ）で神経筋遮断の程度を評価できる 

⑦肺動脈カテーテル 

・測定値の評価ができる 

 

Ⅳ．治療手技 

①導尿 

・清潔に導尿カテーテルを挿入できる 
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②胃管挿入 

・気管挿管されている患者の経鼻胃管が挿入できる 

・正しく胃管が挿入されたことを確認できる 

③気管内吸引 

・吸引カテーテルを用いて気管挿管されている患者の気管内吸引を安全にできる 

④輸液 

・適切な輸液剤とその投与量を決定できる 

・大量出血を認識し、指導医に報告できる 

・急速出血に対して、指導医管理の下、輸液・輸血管理を行うことができる 

・シリンジポンプを適切に使用できる 

⑤輸血 

・厚生労働省の「輸血指針」に従って輸血管理ができる 

・不適合輸血を認識し、指導医に報告できる 

 

Ⅴ．機器点検および使用 

①麻酔機 

・麻酔機の仕業点検を日本麻酔科学会の指針に従って行うことができる 

・麻酔回路のリークを認識し、指導医に報告できる 

・二酸化炭素吸収剤（ソーダライム）の変色を認識し、指導医に報告できる 

②シリンジポンプ 

・シリンジポンプを正しく設定し、使用できる 

 

Ⅵ．局所麻酔 

①脊髄くも膜下麻酔 

・解剖学的に異常がない患者の脊髄くも膜下麻酔ができる 

・呼吸停止、重篤な血圧低下を認識し、指導医に報告できる 

 

Ⅶ．鎮痛法 

①鎮痛法の選択 

・適切な術後鎮痛法を選択できる 

・オピオイドによる呼吸抑制を認識し、指導医に報告できる 

②非経口的鎮痛法 

・静脈薬による術後鎮痛ができる 

・坐薬による術後鎮痛ができる 

 

Ⅷ．感染予防 

・スタンダードプリコーションに従って全ての処置ができる 

・針刺し事故発生時に、速やかに指導医に報告できる 
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Ⅸ．術後訪問 

・手術翌日の術後訪問時に適切に問診ができる 

・術後経過をカルテに記入できる 

・何か問題（合併症・偶発症、不備など）があれば、指導医に速やかに報告できる 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

（１）研修は手術室での手術麻酔が中心となる。麻酔の導入から維持・管理、覚醒、リカバリーまでを指導医と一

緒に研修する。 

（２）各種の手技を経験する。（研修期間による） 

（３）常に指導医が付き、マンツーマンで指導を行う。 

 

〔週間スケジュール〕 

  月曜  外科カンファ、手術 

  火曜  手術 

  水曜  手術 

  木曜  手術 

  金曜  心外カンファ、抄読会、手術 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 伊藤 知哉 麻酔科長 

 

○救急部門 

〔研修プログラム〕 

期間：必修として１年時に麻酔科研修 8 週、研修期間中に救急部門８週の研修を行なう． 

選択として救急部門を選択する場合は研修委員会で調整する。 

研修部門：麻酔科研修時は麻酔科研修カリキュラムにのっとり指導医と調整して研修内容を調整する。 

原則として気管内挿管手技は４０症例以上、脊髄穿刺は１０症例以上を経験目標とする。 

救急部門では研修者の受け入れ状況で調整するが救急部門の研修カリキュラムにのっとり研 

修する。初期臨床研修期間内に BLS、ACLS の訓練を履修することを必修とする。 

１ 一般目標（GIOs：General Instructional Objectives） 

１．生命や機能的予後に係わる、緊急を要する病態や疾病、外傷に対する適切な診断・初期治療能力 
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を身につける。 

２．救急医療システムを理解する。 

３．災害医療の基本を理解する。 

４．患者さんおよびその家族の心情に配慮することができる。 

５．救急部門スタッフと協調して診療ができる。 

６．指導医、専門医に適切に報告、相談、連絡できる． 

２ 行動目標（SBOs：Specific Behavioral Objectives） 

１．救急診療の基本的事項 

（１）バイタルサインの把握ができる。 

（２）身体所見を迅速かつ的確にとれる。 

（３）重症度と緊急度が判断できる。 

（４）二次救命処置（ACLS）ができ、一次救命処置（BLS）を指導できる。 

＊ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)は、バッグ・バルブ・マスク等を使う心肺蘇 

生法や除細動、気管挿管、薬剤投与等の一定のガイドラインに基づく救命処置を含み、BLS（Basic  

Life Support）には、気道確保、心臓マッサージ、人工呼吸等の、機器を使用しない処置が含ま 

れる。なお、日本救急医学会の認定する ACLS 基礎コースを受講することが望ましい。 

（５）頻度の高い救急疾患・外傷の初期治療ができる。 

（６）専門医への適切なコンサルテーションができる。 

（７）大災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握できる。 

２．救急診療に必要な検査 

（１）必要な検査（検体、画像、心電図）が指示できる。 

（２）緊急性の高い異常検査所見を指摘できる。 

３．経験しなければならない手技 ＊必修項目：下線の手技を自ら行った経験があること。 

（１）気道確保を実施できる。 

（２）気管挿管を実施できる。 

（３）人工呼吸を実施できる。 

（４）心マッサージを実施できる。 

（５）除細動を実施できる。 

（６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈路確保、中心静脈路確保）を実施できる。 

（７）緊急薬剤（心血管作動薬、抗不整脈薬、抗けいれん薬など）が使用できる。 

（８）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 

（９）導尿法を実施できる。 

（１０）穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔）を実施できる。 

（１１）胃管の挿入と管理ができる。 

（１２）圧迫止血法を実施できる。 

（１３）局所麻酔法を実施できる。 
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（１４）簡単な切開・排膿を実施できる。 

（１５）皮膚縫合法を実施できる。 

（１６）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 

（１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 

（１８）包帯法を実施できる。 

（１９）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 

（２０）緊急輸血が実施できる。 

４．経験しなければならない症状・病態・疾患 

Ａ 頻度の高い症状 

＊＊必修項目：下線の症状を経験し、レポートを提出する。「経験」とは、自ら診療し、鑑別診断を行うこと。 

（１）発疹 

（２）発熱 

（３）頭痛 

（４）めまい 

（５）失神 

（６）けいれん発作 

（７）視力障害、視野狭窄 

（８）鼻出血 

（９）胸痛 

（１０）動悸 

（１１）呼吸困難 

（１２）咳・痰 

（１３）嘔気・嘔吐 

（１４）吐血・下血 

（１５）腹痛 

（１６）便通異常（下痢、便秘） 

（１７）腰痛 

（１８）歩行障害 

（１９）四肢のしびれ 

（２０）血尿 

（２１）排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

Ｂ 緊急を要する症状・病態 

＊必修項目：下線の病態を経験すること。「経験」とは、初期治療に参加すること。 

（１）心肺停止 

（２）ショック 

（３）意識障害 

（４）脳血管障害 



- 21 - 

 

（５）急性呼吸不全 

（６）急性心不全 

（７）急性冠症候群 

（８）急性腹症 

（９）急性消化管出血 

（１０）急性腎不全 

（１１）急性感染症 

（１２）外傷 

（１３）急性中毒 

（１４）誤飲、誤嚥 

（１５）熱傷 

（１６）流・早産および満期産（当該科研修で経験してもよい） 

（１７）精神科領域の救急（当該科研修で経験してもよい） 

＊重症外傷症例の経験が少ない場合、JATEC (Japan Advanced Trauma Evaluation and Care)の研修コースを受講

するのが望ましい。 

５．救急医療システム 

（１）救急医療体制を説明できる。 

（２）地域のメディカルコントロール体制を把握している。 

 ６．災害時医療 

（１）トリアージの概念を説明できる。 

（２）災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握している。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

研修医手帳による自己評価、EPOC による指導医評価、指導医、看護部、検査部による観察記録を含め複合的に

評価する。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 赤坂 伸之 ICU・救急室長、心臓血管外科長 

 

○小児科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

医師として必要な基本的な姿勢・態度と、特に小児科の特性を考慮に入れた診察法・検査・手技・治療および医

療記録の作成、管理と実際の臨床に役立つ症状・病態・疾患の知識を修得し、プライマリ・ケアに必要とされる診

療能力を身に付ける。 
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２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）小児胃腸炎等において、脱水の合併の有無を正しく評価し、輸液の指示を行うことができる。 

（２）小児の呼吸器疾患において、その呼吸障害の程度を正しく評価し適切な治療方針を指示することができる。 

（３）小児のけいれんに速やかに対応し、診断に必要な症候をチェックできる。 

（４）小児、特に乳児の心音の異常の有無を指摘できる。 

（５）小児ウイルス感染症（麻疹・水痘・流行性耳下腺炎、突発性発疹、風疹、インフルエンザ等）を 

的確に診断し、公衆衛生学的に適切な指示を与えることができる。 

（６）腸重積を的確に鑑別する技能を身につける。 

（７）発熱、咳嗽、腹痛などの小児の病的症状に対して、対症治療、処方と病因を考慮した処方を正し 

く行うことができる。 

（８）小児特有の採血や点滴などの検査、治療手技を実施できる。 

（１０）患者及びその家族の信頼を得られる診療態度を身につける。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

１．医師として必要な基本姿勢・態度の修得 

２．基本的な診察法・検査・手技・治療法と医療記録・診療計画の記載及び管理の実施 

（１）診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接の実施 

（２）基本的な身体診察法の実施と記載 

（３）基本的な臨床検査の適応と実施 

（４）基本的治療法の適応と手技の実施 

（５）医療記録の適切な作成と管理 

３．特定の症状・病態・疾患の経験 

（１）外来診察と受け持ち入院患者を経験する。 

小児けいれん性疾患、小児ウイルス性疾患、小児喘息など呼吸障害の治療経験 

４．特定の医療現場の経験 

（１）予防接種、乳幼児健診などの予防医療への参画 

 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔週間スケジュール〕※時間外：帝王切開術、臨床病理検討会、症例検討会、研修会、各種委員会・会議に参画 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午 前 
外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

午 後 
乳幼児検診 

病棟 

外来 

病棟 

予防接種 

病棟 

特殊外来 

病棟 

外来 

病棟 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 
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指導責任者 斉藤 淳人 小児科長 

指導医 東海林 黎吉 顧問 

上級医 吉川  靖 医長 

上級医 石田 航平 医長 

上級医 石田 綾 医長 

○産婦人科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 将来専門とする分野に関わらず、産婦人科の基本的な臨床能力（知識、技能、情報収集能力、総合判断力）を修

得し、医師として望ましい姿勢を身に付ける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．産婦人科診療内容の理解 

（１）周産期医療 

妊娠の診断・分娩予定日の決定、妊婦検診・保健指導、分娩､各合併症管理、各種感染症の取り扱い 

（２）腫瘍 

 良性 → 筋腫､卵巣腫瘍、子宮内膜症 他 

 悪性 → 子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌 他 

（３）生殖生理 

不妊症､思春期障害、先天性異常、避妊 

（４）手術 

  流産手術、帝王切開、子宮全摘術、卵巣腫瘍手術、性器脱手術、悪性腫瘍手術 

（５）救急医療に関る産婦人科疾患 

  子宮外妊娠、卵巣腫瘍茎捻転・破裂、卵巣出血、骨盤腹膜炎、流早産・陣痛 

（６）性器感染症 

（７）更年期障害 

（８）その他の新しい分野  ＊Urogynecology  ＊女性内科 ＊母性内科 ＊超音波胎児発達学 

２．産婦人科診察の基本 

（１）一般的事項 

  手洗い、身だしなみ、言葉遣い、待ち時間の短縮、よくお話を聞く、質問しやすいように言葉をか 

ける 

（２）法律的事項 

  秘守義務、看護師の立会いの必要性、各種書類の作成 

（３）技術的事項 

  問診の取り方：主訴､現病歴､月経歴､結婚､妊娠･分娩歴､家族歴､既往症 

  診察の仕方：視診、腟鏡診、内診、直腸診、経腟超音波、経腹超音波 

３．カルテの記載 
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（１）ＰＯＭＲに従い､図表を利用したわかりやすく機能的なカルテの作成 

（２）正しい用語の習得・理解 

４．周産期領域（次の項目を理解し実施できる） 

（１）妊娠週数、早産・正期産・過期産・分娩予定日の理解 

（２）妊娠に伴う母体の変化、検査値の変化 

（３）妊婦健診の意義･方法 

（４）超音波による胎児診断 

（５）代表的な合併症 

流･早産、妊娠中毒症、妊娠糖尿病 

（６）代表的妊娠時の感染症の取り扱い 

   クラミジア、腟炎、上気道炎、胃腸炎、など 

（７）正常分娩経過の理解 

  分娩の３要素、分娩１・２・３期、フリードマン曲線、骨盤レントゲン写真の見方 

（８）分娩時処置 

   児処置、臍帯切断、胎盤娩出、子宮出血管理、会陰側切開・縫合、分娩後診察 

（９）産褥管理 

   創部処置、子宮復古、疼痛管理、乳房管理、生活指導（シャワー、入浴、性生活、など） 

（１０）妊娠・授乳時の薬の使い方 

（１１）妊娠中の放射線検査の可否 

５．婦人科腫瘍 

（１）子宮筋腫の診断・治療計画の立案 

（２）卵巣腫瘍の診断・治療計画の立案 

（３）子宮内膜症の診断・治療計画の立案 

（４）子宮癌検診  

子宮頸部・体部細胞診の取り方、結果の見方 

（５）卵巣癌の診断・治療計画の見学 

（６）コルポスコピーの見学 

（７）子宮鏡の見学 

６．手術 

（１）流産手術の見学 

（２）帝王切開の第２助手 

（３）子宮全摘出の術式の理解、第２助手 

腟式、腹式、腹腔鏡補助 

（４）良性卵巣腫瘍手術の術式の理解、第２助手 

（５）腹腔鏡下手術の第２助手 

（６）子宮鏡下手術の見学 

（７）子宮悪性腫瘍手術の術式の理解、第３助手 

（８）卵巣悪性腫瘍手術の術式の理解、第３助手 
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（９）その他の手術、処置があれば見学、第２・３助手 

  筋腫核出術、子宮外妊娠手術、卵巣出血手術、子宮頸部レーザー円錐切除、子宮頸管縫縮術、バル 

トリン腺手術、羊水穿刺、腹水穿刺、吸引分娩 

７．生殖生理（次の項目を理解し実施できる） 

（１）不妊症・不育症（習慣流産）の定義、用語の理解 

（２）不妊症の基本検査 

基礎体温、各種ホルモン検査、頸管粘液検査、超音波検査、子宮卵管造影、精液検査 

（３）一般不妊症治療の理解 

タイミング指導、排卵誘発、黄体機能不全の治療、子宮内精子注入法 

８．婦人科領域の救急疾患（次の項目を実施できる） 

（１）子宮外妊娠の診断・治療 

（２）卵巣腫瘍茎捻転・破裂の診断・治療 

（３）卵巣出血の診断・治療 

（４）骨盤腹膜炎の診断・治療 

（５）流早産・陣痛の診断・治療 

９．性器感染症（次の項目を理解できる） 

（１）骨盤腹膜炎の診断・治療 

（２）クラジミアの診断・治療、Ｆitz-Ｈugｈ-Ｃurtis 症候群の理解 

（３）各種腟炎の診断・治療 

ガンジダ、トリコモナス、ヘルペス、淋菌、細菌性腟炎・腟症、尖圭コンジローム 

１０．更年期障害（次の項目を理解し実施できる） 

（１）更年期障害の概念、疫学、問題点の理解 

（２）診断 

  精神神経疾患、甲状腺疾患などの他の基礎疾患との鑑別診断、心理テスト・ホルモン動態・検査の 

理解 

（３）治療：薬物療法、カウンセリング、生活指導 

  ホルモン補充療法：適応と副作用、各薬剤の特徴 

  抗不安剤、漢方薬 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

評価の方法は、病院が定める規程による。 

〔週間スケジュール〕 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

８：００ ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング 

８：４５ 病棟処置、回診 病棟処置、回診 病棟処置、回診 病棟処置、回診 病棟処置、回診 

１０：３０ 産科婦人科外来 

手術 

帝王切開 産科婦人科外来 手術 

１２：３０ 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

１３：３０ 産科婦人科外来 産科婦人科外来 小児科との合同 手術 
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カンファレンス 

１４：００ 
産科婦人科外来 

１５：００ 

１７：００ 
産婦人科手術 

カンファレンス 
    

（補足事項） 

 １．分娩がある場合は、患者さんの同意が得られる限り、随時、一緒に立ち会います。 

 ２．子宮鏡、帝王切開は、有る時と、無い時があります。 

 ３．当日の患者さんの数や手術の内容により予定時間は変動いたします。 

 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 恐神 博行 産婦人科長 

上級医 山崎 智子 医長 

上級医 髙田 さくら 医長 

 

○心臓血管外科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

（１）外科チームの一員として行動することができる。  

（２）基本的な滅菌、消毒法を理解し、輸血・輸液一般、局所麻酔法について理解できている。  

（３）標準的な待機手術の術前準備や術後管理が理解でき、指示できる。  

（４）外科の初期治療に必要な基本的知識と技能を身につける。  

（５）外科的診断法の基本と救急処置を中心とした外科的処置を習得する。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ）と研修方針（ＬＳ） 

（１）他医師、看護師、臨床工学技士らと協調し、チームの一員として行動できる。  

（２）病棟での患者の診察、創処置を適切に行うことができる。  

（３）滅菌術着や手袋の正しい着用ができ、手指の消毒、術野の消毒、術野の準備を正しく行うことが 

できる。  

（４）循環作動薬、抗不整脈薬、抗凝固薬について知識を深める。  

（５）虚血性心疾患、弁膜症、大血管疾患（解離、瘤）、末梢血管疾患について、各種検査結果を総合 

的に判断し治療法・手術適応を理解できる。  

（６）補助循環（IABP、PCPS、人工心肺）について、装置と適応について理解できる。  

（７）四肢の脈拍触知を行い、所見をとることができる。  

（８）胸部単純 XP 写真、胸部 CT の読影ができる。  
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（９）心電図をとり、その主要所見を解釈できる。  

（１０）動脈血採血の目的と注意点を知って実施し、データを正しく理解し、判定することができる。  

（１１）末梢静脈の血管確保や中心静脈カテーテルの挿入ができる。  

（１２）胸腔ドレナージの必要性を判断し実施できる。  

（１３）血管内治療手技を理解し、第一助手として参加する。  

（１４）糸結び、皮膚縫合を行うことができる。  

（１５）大腿動静脈の剥離・露出ができる。  

（１６）下肢静脈瘤手術を術者として行うことができる。 

（１７）学会活動等 

  ・勉強会、カンファレンスの実施 

  ・地方会や研究会での発表 

  ・論文執筆 

３ 評価方法（Ｅｖ） 

 評価の方法は、病院の規程による。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 赤坂 伸之 ICU・救急室長、心臓血管外科長 

上級医 多田 裕樹 医長 

上級医 中津 知己 医長 

上級医 小林 大太 医長 

 

○整形外科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 患者を直接診察・診断するのみにとどまらず、病を持った患者の人間性、心情や患者を取り巻く社会環境を一人

の人間として理解し、良好な医師―患者関係の構築やインフォームド・コンセントの形成について学ぶ。また、運

動器障害による Quality of life 低下の様式と臨床経過を理解し、高齢者の増加と共に年々高まる運動器疾患治療の

重要性について認識を高める。 

 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

（１）運動器疾患に必要な解剖、生理を理解する。 

（２）運動器疾患の正確な診断を行うための基本的な手技を修得する。 

（３）主訴、現病歴、既往歴などを正確に聴取し、カルテに記載できるようにする。 

（４）的確な検査指示を出し、その所見を正確に判断できる。 

（５）以上のような情報をもとに診断し、治療方針を考え示すことができる。 
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（６）救急患者の重症度を把握し指導医に報告できるようにする。 

（７）手術患者のリスクを把握し適切な周術期の管理ができる。 

（８）手術に参加し整形外科手術の基本的手技を修得する。 

（９）運動器疾患の初期治療を修得する。 

（１０）臨床的疑問点を見出し自ら探求する能力を身につける。 

（１１）チーム医療を理解し他の職種とも協力して診療する。 

３ 研修方針（ＬＳ） 

・実際の研修現場では、診療グループとして担当患者を持ち、診断・治療の全般に指導医の管理のもと主導的に関

わる。 

・執刀可能な手術や検査については、指導医との打ち合わせのもと、可能な範囲で積極的に行うこととする。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔週間スケジュール〕 

月～金  朝８：３０から前日の外来・病棟患者の診療方針、術後カンファレンスを行う。 

月 曜  術前検討、抄読会を行う。 

木 曜  総回診、リハビリカンファレンスを行う。 

・手術  月 下肢   火 脊椎   水 上肢、脊椎   金 外傷、脊椎 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 長汐 亮 顧問 

 

○泌尿器科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 泌尿器科疾患患者のプライマリ・ケアが適切に行えるようになるため、泌尿器科領域の基本的臨床能力を修得し、

診断、治療における問題解決能力、臨床的技能、重症度・緊急度の判断を身につける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．泌尿器科的疾患の診断に必要な臨床検査を選択し、腹部・直腸診などの身体診察法、手技を身につける。 

２．泌尿器科手術の助手・術者として参加し、切開、止血、結紮などの手術基本手技を身につける。 

３．手術患者の術前リスク評価を正しく行い、術後の病態をよく理解し、バイタルサイン、身体観察、各種臨床

検査を正しく解釈し、適切な周術管理を実施することができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

１．主治医の指導の下に、受け持ち医として患者の診療にあたり、各々の疾患について知識、技術を深める。 
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２．毎日の回診を主治医とともに行い、身体診察、創傷処置、術後管理、輸液療法を研修し、診療カルテに遅滞

なく記載する。 

３．導尿、カテーテル挿入・抜去、膀胱洗浄、膀胱血腫吸引除去、結石による疼痛管理を理解し、実施する。 

４．症状の診断に役立つ超音波検査手技を実施する。 

５．泌尿器科上級医とともに必要に応じ救急患者の診療にあたり、診断・治療法を研修する。 

６．泌尿器科外来の新患患者の診察を経験する。 

７．手術に参加し、手術の基本的手技を訓練し、習得する。 

８．勉強会での発表を通じ、英文論文の読み方とプレゼンテーション技法を身につける。 

９．研究会等に参加し、最新の医学知識を身につける。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 立木  仁 泌尿器科長 

上級医 前鼻 健志 主任医長 

 

○放射線科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

放射線医療業務に関する基本的な知識、技術を習得する。  

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

放射線検査（単純Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩ、ＵＳ、血管造影など）の実際の施行法を知り、種々の疾患の画像診断を

学習する。被曝軽減に関する基本的な放射線防護も理解する。  

（１）Ｘ線診断 

各検査の適応、禁忌を理解し、指導医のもと実際にその検査を指示、実施できる。異常所見を読影指摘し、鑑別

診断を挙げる。検査による副作用や合併症を述べることができる。 

・単純Ｘ線撮影  

（２）ＣＴ検査 

各検査の適応、禁忌を理解し、指導医のもと実際にその検査を指示、実施できる。異常所見を読影指摘し、鑑別

診断を挙げる。検査による副作用や合併症を述べることができる。  

・頭部ＣＴ 

・胸部ＣＴ 

・腹部ＣＴ、その他のＣＴ 

（３）ＭＲＩ検査 



- 30 - 

 

基本的なＭＲＩの原理、検査の実際を理解し、適切な撮像方法を指示できる。撮影された画像を読影し、異常所

見を指摘し診断することができる。  

・全身ＭＲＩ 

・ＭＲ angiography 

（４）腹部超音波検査 

超音波の原理を理解し、指導医のもと実際に検査を行い、診断レポートを作成する。  

・腹部超音波検査  

（５）血管造影検査 

 血管造影の適応、禁忌を理解し、指導医のもと実際にその検査を指示、実施できる。異常所見を読影 

し、鑑別診断を挙げる。検査による副作用や合併症を述べることができる。  

・腹部血管造影  

（６）核医学検査 

 基本的核医学検査について、その適応を判断し、指示することができるとともに、その結果を分析す 

る。また、主要な放射線同位元素および放射線医薬品について、その取り扱いの注意すべき点について述べること

ができる。  

・静態検査：骨シンチ、腫瘍シンチ、その他 

・動態検査：RI アンギオグラフィー、その他  

 

３ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規程による。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 湯浅 憲章 放射線科長 

 

○臨床病理 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標(General Instructional Objective, GIO) 

臨床検査および病理診断における知識と技術の習得により，臨床医として診断と治療に関する基本的かつ適切な

能力を身につける。 

２ 行動目標(Specific Behavioral Objectives, SBO) 

  1) 必要な知識として，臨床検査の中で必修とされている項目，必修ではないが細胞診断および術中 

迅速診断を含む病理組織診断，病理解剖および遺伝子検査に関する知識を身につける。 

  2) 必要な技術として，自ら実施が必要な臨床検査の技術習得，細胞診では標本作製技術と特徴的な 

細胞(腺癌，扁平上皮癌，小細胞癌，悪性中皮腫および異形成)の判定および診断，組織標本作製の 

ための肉眼観察および臓器写真撮影，切り出し，包埋，薄切，各種染色，鑑別診断のための検索 
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方法などの技術を身につける。病理解剖については，介助の技術を身につける。 

  3) 必要な態度としては，臨床検査や病理診断を依頼する臨床医の目的や意図を理解し，必要があれ 

ば適切に問い合わせを行う様にする。臨床検査技師に対して，適切な指示を出すことができると 

ともに，疑問や質問に的確に解答できる様にする。 

  4) 数値目標として，選択による研修期間が 1 ヵ月から 6 ヵ月なので，臨床検査は全期間で 1 回以上， 

細胞診断は前記 2)の特徴的な細胞診断を，それぞれ月 2 回以上，病理組織標本作製および診断は， 

肉眼観察を含む切り出しと診断は 10 回以上(症例 30 件以上: 胃 3， 大腸 5, 乳腺 3，肺 5, 胆・ 

肝・膵 3，子宮・卵巣 3, 腎・尿管・膀胱・前立腺 3, その他 5 以上とする)，臓器写真撮影， 

包埋，薄切および各種染色は全期間に 1 回以上を研修する。 

３ 研修の方針(LS) 

1) 臨床検査については，1 週間前までに希望する検査項目の計画書(規定の書面)を提出し，許可を得た上で，

計画通りに実施する。 

2) 細胞診・組織診断に関しては，週間基本スケジュール(月，水，金の午前中に切り出し)に従って研修するが，

術中迅速病理診断および病理解剖については不定期なので，そのつど対応しながら研修する。 

3) 病理解剖は CPC レポートまでの一連の作業を研修するが，院内 CPC において，症例提示と病理所見の発表

を行う。 

4）遺伝子検査については院内実施中の in situ hybridization(ISH)を研修する。実際には、EBER(EBV の遺 

伝子シグナルを組織切片上で検出する)および HER2-CISH(乳癌および胃癌の組織切片上で、HER2 

遺伝子シグナルをドットとして計測することによって、HER2 遺伝子増幅の有無を判定する)の 2 

種類の ISH について、手技と判定方法、問題点(トラブル)への対応を身につける。肺癌では、ALK 

遺伝子転座の有無を、ALK 蛋白に対する高感度組織化学(enhanced IHC)を行い、判定する方法を研 

修する。 

４ 研修の評価(Ev) 

 研修終了後に、臨床検査技師および病理医の評価（Y：達成、N：未達成、X：留保）を受け、終了証明 

書が発行される。CPC レポートの評価は日本病理学会推奨の評価表に従い評価する。 

〔指導医・上級医一覧〕 

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 藤田 美悧 参与、病理・臨床検査室長 

 

○脳神経外科 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 医師として必要な基本的な姿勢の獲得と共に、脳疾患に関する診察、診断について理解を深める。 

また、患者の家族背景、社会的背景等を理解し、患者を医療チーム全体でサポートする医療を学ぶ。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 
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（１）脳疾患に関する理解 

    脳疾患に関する、解剖、生理、病態を理解する 

（２）基本的診察と診断 

    問診法を理解し、的確な病歴記載を行う 

    神経学的所見（意識状態の評価、神経症状の評価等）について理解する 

（３）検査 

    脳疾患診断で重要な CT 検査や MRI 検査の原理等を理解する 

    CT 検査、MRI 検査の読影の基礎について理解する 

（４）治療 

    脳疾患の治療（特に脳卒中）の内、薬物療法の基礎について理解する 

３ 研修方法（ＬＳ） 

 研修医の希望を考慮し、各研修医の進路等を配慮した研修を行う 

 脳疾患に関するトピックス等から指導医がテーマを与えて、研修期間中にテーマについてまとめて 

もらう。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 病院が定める規定による。 

 また、日常的には口頭で適宜試問を行うことにより理解度を評価し、理解が不足していると思われる 

 部分は適宜指導を追加する。 

〔指導医・上級医一覧〕  

指導等 氏  名 職  名 

指導責任者 林  征志 脳神経外科長 

 

○精神科研修 

http://nshp01:9000/scripts/cbag/ag.exe?page=AGIndex〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 プライマリ・ケアに必要な頻度の高い精神科疾患を診察するための基本的態度・判断力・技術・知識を習得する。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．精神症状の捉え方の基本を身につける。 

２．精神疾患に対する初期対応と治療の実際を学ぶ。 

３．デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する。 

４．認知症（血管性認知症を含む）、気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）、統合失調症（精神分裂病）について

レポートを作成し、指導医に提出する。 

５．スタッフに対して社会人として常識ある対応ができ、良好なコミュニケーションをとることができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

http://nshp01:9000/scripts/cbag/ag.exe?page=AGIndex
http://nshp01:9000/scripts/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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 臨床研修協力施設にて研修を行う。 

４ 評価の方法（Ｅｖ） 

 EPOC による評価を行う。 

〔臨床研修協力型病院〕 

 社会医療法人友愛会 恵愛病院 

特定医療法人社団千寿会 三愛病院 

日本赤十字社 伊達赤十字病院 

洞爺温泉病院 

〔指導医・上級医一覧〕 

施設名 指導等 氏  名 職  名 

恵愛病院 

指導責任者 森田 伸行 病院長 

指導医 山田  淳 精神科科長  

指導医 上川 康友  

三愛病院 
指導責任者 千葉 泰二 理事長・病院長 

指導医 渡邊 伸弥 精神科診療部長 

施設名 指導等 氏  名 職  名 

三愛病院 

上級医 西村  宏  

上級医 長谷川 伸二  

上級医 板橋 栄治  

上級医 西嶋 秀彰  

伊達赤十字病院 指導責任者 早川  透 第一精神神経外科部長 

 

○地域医療 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 地域医療の在り方、現状及び課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を身につける。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について理解し、実践する。 

２．診療所の役割（病診連携への理解を含む）について理解し、実践する。 

３．離島医療について理解し、実践する。 

４．診療所、病院で日常診療に参加し、地域医療における医師の役割を学ぶ。 

５．患者に対し全人的に対応することができ、患者・家族と良好なコミュニケーションを築くことができる。 

６．スタッフに対して社会人として常識ある対応ができ、良好なコミュニケーションをとることができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 
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研修医の希望に沿って研修施設を選択し、各施設で研修を行う。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 原則、ＥＰＯＣによる評価を行う。 

 沖縄離島診療所に関しては、診療所独自の評価表を使用し評価を行う。 

〔臨床研修協力施設〕 

沖縄県立南部医療センター・子ども医療センター附属離島診療所 

   阿嘉診療所  粟国診療所  北大東診療所  座間味診療所  渡嘉敷診療所 

南大東診療所 渡名喜診療所 

本輪西ファミリークリニック、洞爺温泉病院 

〔指導医・上級医一覧〕 

施設名 指導等 氏  名 職  名 

阿嘉診療所 指導責任者 芝池 庸仁 診療所長 

粟国診療所 指導責任者 塚本 裕 診療所長 

北大東診療所 指導責任者 幸喜 翔 診療所長 

座間味診療所 指導責任者 黒田  萌 診療所長 

渡嘉敷診療所 指導責任者 安里 大樹 診療所長 

渡名喜診療所 指導責任者 三宅 孝充 診療所長 

南大東診療所 指導責任者 山本 恭資 診療所長 

本輪西ファミリークリニック 指導責任者 佐藤 弘太郎 病院長 

 上級医 富田 理哉  

 指導医 草場 鉄周  

 上級医 古川 享  

寿都町立寿都診療所 指導責任者 今江 章宏 所長 

 上級医 佐野 瑛子 副所長 

 上級医 杉原 伸明  

洞爺温泉病院 指導責任者 中谷 玲二 病院長 

 上級医 三上 淳一 副院長 

 上級医 岸  明彦 副院長 

 上級医 江島 正顕  

 上級医 上田  修  

 指導医 會田  誠  

○地域保健 

〔研修プログラム〕 

１ 一般目標（ＧＩＯ） 

 地域保健、健康増進活動およびプライマリ・ケアからリハビリテーション、さらに福祉サービスに至る包括的な
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保健医療福祉を理解し公衆衛生の重要性を学ぶとともに、地域保健行政における医師の役割を理解する。 

２ 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．健康管理センターの役割について理解し、実践する。 

２．社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。 

３．スタッフに対して社会人として常識ある対応ができ、良好なコミュニケーションをとることができる。 

３ 研修の方針（ＬＳ） 

 研修医の希望に沿って研修施設を選択し、各施設で研修を行う。 

４ 評価方法（Ｅｖ） 

 ＥＰＯＣによる評価を行う。 

〔臨床研修協力施設〕 

介護老人保健施設 憩  健康管理センター 

〔指導医・上級医一覧〕 

施設名 指導等 氏  名 職  名 

介護老人保健施設 憩 指導責任者 佐藤 文俊 施設長 

健康管理センター 
指導責任者 足永  武 所長 

上級医 田中 久巳彦  

 


