
  

Ⅱ 各選択科研修の概要 

 

 総合内科  

（病棟） 

 

一般目標（GIO）： 

 後期研修、さらにその後の専門研修への基盤を作るために、狭い範囲にとらわれずに患者を診療する必要性を

理解し、将来専攻する専門診療科にかかわらず臨床医として必要とされる基礎的な知識、技能、態度を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）患者の医療面接、身体所見、診断、治療をチームの一員として実践できる。 

２）医療チームの一員として、医師、看護師、検査技師などと診療を実践できる。 

３）必要に応じて適切な時期に各専門家のコンサルテーションを仰ぐことができる。 

４）診断、治療のための診療計画を、上級医の指導のもと実践できる。 

５）ベッドサイドの処置を上級医の指導のもと、実践できる。また、上級医の手技を見学し、処置の手順、合

併症を習得することができる。 

６）内科疾患入院患者に対し、上級医の指導のもと診療を実践できる。 

７）内科救急患者に対する初期治療を、上級医と共に実践できる。 

８）カンファレンス等で、簡潔にプレゼンテーションできる。 

９）ＥＢＭに基づいたスタンダードな医療を実践できる 

 

研修方略（LS）： 

 
＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 木 

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

午後 １７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

１７：００ 病棟C. 
（８BCR） 
 
１８：３０～ Journal club 
（１号館医局） 

１８：００ 
 総合内科外来の診療について 
（画像CR５） 

１２：００～１３：００ 
ランチョンセミナー（病棟診療につ

いて） 
 
１７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

 金 土 日  

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 

午後 

１３：００～ 診療科長回診 
 
１６：００～ ICU症例C. 
（画像CR３） 
１７：００～ 感染症C. 
（画像CR３）※第４金曜日のみ 
 
１９：００～ 感染症チーム抄読会 
（１号館医局） 

  



  

 
カンファレンス 

  症例カンファレンス     ２回／週 

モーニングカンファレンス  毎日 

セミナー          ２回／週 

感染症セミナー       １回／月 

勉強会（MKSAP）        毎日（水曜日を除く） 

抄読会           １回／週 

 

ＳＢＯ１～７，９については週間スケジュールに沿ったＯＪＴの中で研修する。ＳＢＯ８については、カンフ

ァレンス等で実際に発表し、習得する。 

  

評価（EV）： 

ＳＢＯ１～７、９については、指導医がＯＪＴの中で観察記録（rating scale）により評価を行う。 

ＳＢＯ１～７、９については、看護師から観察記録（rating scale）で評価を行う。 

ＳＢＯ８については、カンファレンス等で発表し、指導医からフィードバックを受ける 

ＥＰＯＣにより総括的評価を行う。 



  

 総合内科  

（内科 ICU研修） 

 
一般目標（GIO）： 

集中治療室において、研修医が内科疾患重症患者に対し、適切な治療を行うために、集中治療室で遭遇する

重症疾患の知識を理解し、集中治療室における手技、治療を、安全に迅速に行える能力を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）ICUにおける感染防御管理を実践できる。 

２）ショックの病態を鑑別できる。 

３）重症患者に対する、輸液の管理が実践できる。 

４）重症患者に症ずる電解質異常に対して、適切に加療できる。 

５）重症患者の栄養管理を実践できる。 

６）呼吸不全症例に対して、呼吸器による呼吸管理が、指導医のもと実践できる。 

７）ショックの患者に対して、基本的な循環器作動薬を使用できる。 

８）敗血症患者に対して、迅速にEGDT（Early Goal-Directed Therapy）を実践できる。 

９）ICU患者に発症した発熱に対して、迅速に鑑別できる。 

１０）重症感染症患者から採取した検体のグラム染色を評価できる。 

１１）重症感染症患者に対する基本的抗菌薬を選択できる。 

１２）疾患に応じて、迅速に他科コンサルテーションできる。 

１３）ICUベッドサイドにおける手技を安全に実施できる。 

１４）上級医、同僚医、ICUスタッフと医療情報に関してコミュニケーションできる。 

 



  

研修方略（LS）： 
 

＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 木 

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

午後 １７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

１７：００ 病棟C. 
（８BCR） 
 
１８：３０～ Journal club 
（１号館医局） 

１８：００ 
 総合内科外来の診療について 
（画像CR５） 

１２：００～１３：００ 
ランチョンセミナー（病棟診療につ

いて） 
 
１７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

 金 土 日  

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 

午後 

１３：００～ 診療科長回診 
 
１６：００～ ICU症例C. 
（画像CR３） 
１７：００～ 感染症C. 
（画像CR３）※第４金曜日のみ 
 
１９：００～ 感染症チーム抄読会 
（１号館医局） 

  

 

カンファレンス 

  症例カンファレンス     ２回／週 

  モーニングカンファレンス  毎日 

  セミナー          ２回／週 

  感染症セミナー       １回／月 

  勉強会（MKSAP）     毎日（水曜日を除く） 

  抄読会           １回／週 

 

ＳＢＯ１～１４については週間スケジュールに沿って、指導医のもとでＯＪＴの中で研修する。 

 

評価（EV）： 

指導医、上級医による観察記録（rating scale）で評価を行う 

ＥＰＯＣによる総括的評価。 

 



  

 総合内科  

（感染症コンサルテーションチーム） 

 
一般目標（GIO）： 

研修医が病棟や外来の感染症患者に関するコンサルテーションに的確に対応できるために、感染症や抗菌薬に

関する幅広い知識を習得し、医療安全上の感染防御に配慮し、感染症疾患の治療を実践できるようにする。 

 

行動目標（SBO）： 

１）医療安全、院内感染に配慮した、感染防護策を実践できる。 

２）感染症患者から正確な病歴を聴取できる。 

３）感染症疾患患者の身体所見を診察できる。 

４）感染症患者から、血液培養などの検体を的確にかつ安全に採取できる。 

５）グラム染色を評価できる。 

６）病歴、身体所見、検査所見（グラム染色など）から、感染症の疾患の鑑別ができる。 

７）感染症疾患の原因菌を推察できる。 

８）的確な抗生剤を、指導医のもと選択できる。 

９）上級医が行うコンサルテーションされた医療チームに対するアドバイスを理解できる。 

 

研修方略（LS）： 

 
＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 木 

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

午後 １７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

１７：００ 病棟C. 
（８BCR） 
 
１８：３０～ Journal club 
（１号館医局） 

 

１２：００～１３：００ 
ランチョンセミナー（病棟診療につ

いて） 
 
１７：００～ 総合内科症例C. 
（画像CR３） 

 金 土 日  

午前 

７：４５～ 勉強会（MKSAP） 
（画像CR７） 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 
 
 
８：００～ Morning症例C. 
（画像CR７） 

 

午後 

１３：００～ 診療科長回診 
 
１６：００～ ICU症例C. 
（画像CR３） 
１７：００～ 感染症C. 
（画像CR３）※第４金曜日のみ 
 
１９：００～ 感染症チーム抄読会 
（１号館医局） 

  

 

 

 



  

カンファレンス 

症例カンファレンス       ２回／週 

モーニングカンファレンス     毎日 

感染症セミナー        １回／月 

勉強会（MKSAP） 毎日（水曜日を除く） 

感染症抄読会 １回／週 

抄読会 １回／週 

 

ＳＢＯ１～９については週間スケジュールに沿って、指導医のもとでＯＪＴの中で研修する。 

 

評価（EV）： 

指導医、上級医による観察記録（rating scale）で評価を行う 

感染症抄読会、セミナーで発表し（レポート）評価を行う。 

ＥＰＯＣによる総括的評価。 



  

 循環器内科  

 

一般目標（GIO）： 
医療現場で遭遇する頻度の高い循環器疾患を適切に診療するために、臨床研修医として必要な一般的知識に加

えて循環器疾患に対処可能な専門的知識と技術（general appearance, venous pulse, arterial pulse, precordial 
movement, auscultation）を習得する。 
 
行動目標（SBOs）: 
１） 病歴・身体所見から診断し、鑑別診断および必要な検査を立案、実施(または準備)する能力を身につける。 
２）心電図の基本的知識（正常・異常）を習得し、読解力をつける。 
３）胸部X線、心エコー図、心臓核医学、心臓カテーテル検査などの画像診断の方法を理解する。 
４）実際の症例について、問題点を把握し、治療方針を立案する。 
５）高血圧、心不全、虚血性心疾患、弁膜症、不整脈などの一般的循環器疾患の予後や予防に関する基本的 

知識を習得する。 
６）ＰＣＩなどの最新の intervention治療の技術を見学し理解を深める。 
７）循環器疾患患者の救急への対応を身につける。 
８）ＰＯＳに基づいたカルテ記載をできるようにする。 
９）簡潔な症例呈示が行えるようにする。 

１０）簡潔で要を得たサマリーの記載を目標とする。 
１１）患者および家族との communicationによる適切な informed consent.が行えるようにする。 
 
上記行動目標以外に下記の手技をマスターする。 
  （１）静脈確保 
  （２）動脈血の採取 
  （３）輸液管理 
  （４）心電図記録、解析 
  （５）心臓マッサージ 
  （６）CV挿入 
  （７）気道への挿管 
  （８）人工呼吸器の設定と操作 
  （９）心臓超音波の記録と解析 
 

研修方略（LS）: 

病棟受け持ち患者は 10人〜15人を目標。 

月 火 水 木 
８：００   病棟業務 
 
 
１７：３０ 新患CR 

８：００   病棟業務 
 
 
 

８：００   病棟業務 
 
 
１７：００ 新患CR 

８：００   病棟業務 
 
１５：００ 教授回診 
１７：００ 抄読会 

金 土 日  

８：００    病棟業務 
 
１７：００ 外科合同CR 
 

８：００   病棟業務 
 
 
 

 

 



  

セミナー 
 東海循環器談話会 １回／年 
 Tokai Invasive Cardiology Conference（TICC） ２回／年 
 東海不整脈集談会 ２回／年 
 International Conference of Interventional  Cardiology（ICIC） ３回／年 

 

評価方法（EV）: 

態度（effective domain）を含む、各科共通のSBOsは共通のEPOCで評価する。 
また循環器内科としてのサマリー記録を記載し指導医の検閲と承認を得ることが必要。 



  

 呼吸器内科  

 

一般目標（GIO）： 

医療現場で遭遇する頻度の高い呼吸器疾患を適切に診療するために、臨床研修医として必要な知識と技術を習

得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）呼吸器感染症を診断できる。 

２）呼吸器感染症を治療できる。 

３）気管支喘息を診断できる。 

４）気管支喘息を治療できる。 

５）慢性閉塞性肺疾患を診断できる。 

６）慢性閉塞性肺疾患を治療できる。 

７）肺腫瘍を診断できる。 

８）肺腫瘍を治療できる。 

９）睡眠時無呼吸症候群を診断できる。 

１０）睡眠時無呼吸症候群を治療できる。 

１１）吸不全に対する適切な治療法を選択できる。 

１２）呼吸機能検査の結果を評価できる。 

１３）部エックス線写真、CT等を読影できる。 

１４）胸腔穿刺を行える。 

１５）胸腔ドレーンを挿入できる。 

１６）気管挿管を行える。 

１７）人工呼吸管理を行える。 

１８）呼吸器内視鏡検査を操作できる。 

１９）学会・研究会等で研究成果を発表できる。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 
 



  

研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者数は、１０名を目標。 

週の予定表 
月 火 水 木 

８：００   チーム回診 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ 気管支鏡 
 
１７：３０ 
内科・外科合同カンファレンス 

 呼吸器内科カンファレンス 

８：００   チーム回診 
９：００  病棟業務 
 
 
 
 
 
 

７：３０   チーム回診 
８：３０  病棟業務 
１４：３０ 診療科長回診 
（第１・３） 
１５：３０～  

気管支鏡シミュレータ 
トレーニング 
 

８：００   チーム回診 
９：００  病棟業務 

気管支鏡 
（一部の者） 

 
１５：００ 
 呼吸器内科カンファレンス 
 
 

金 土 日  

 ８：００   チーム回診 
９：００  病棟業務 
 
 

（第１・３） 
８：００   チーム回診 
１２：００  
  呼吸器内科研修医セミナー 

 

 
 
評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 

 



  

 消化器内科  

 

一般目標（GIO）： 

内科的プライマリーケアの能力を有する後期研修医として専門研修を開始できるように、内科の全体にも配慮

しつつ、消化器内科独特のプライマリーケアと救急医療に対して必須な臨床推論能力と最低限の技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）消化器(口腔、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門)の生理機能、疾患の病態の要点を述べられる。 

２）肝の代謝、生理機能、疾患の病態の要点を述べられる。 

３）ウイルス肝炎診断の進歩と新規治療の概要について、解釈を上級医に報告できる。 

４）劇症肝炎の迅速な診断と治療の要点が述べられる。 

５）胆道、膵管の生理機能、疾患の病態について、要点を述べられる。 

６）急性閉塞性化膿性胆管炎や、重症型急性膵炎の診断ができ、迅速で適切な処置プランが組める。 

７）上記疾患について、検査法を解釈して上級医に報告できる。 

８）上部消化管疾患の病態を理解し、穿孔などの緊急措置を行うべきものに対しても処置プランが組める。 

９）H.pyloriの疾患に対する関与についても、解釈して説明できる。除菌についても解説できる。 

１０）小腸、下部消化管疾患の病態を理解し、緊急措置を行うべきものに対しても処置プランが組める。 

１１）消化器内科的薬物療法を列挙することができる。 

１２）消化器内科的薬物療法の副作用について、患者に説明することができる。 

１３）薬物療法の副作用発症時の対処法について、説明することができる。 

１４）救急処置を必要とする消化器疾患の病名を少なくとも３つ列挙する。 

１５）上記疾患の鑑別について説明することができる。 

１６）興味を持った症例の学会レベルのプレゼンテーションをカンファレンスで行なうことができる。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 

 
研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者数は、各人10名くらいとする。 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
 
１７：００ ER 
１８：００ 症例カンファレンス 
夕方    勉強会（月２回） 
夕方    CC（原則第２週） 

７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
１４：３０ 教授回診 
１７：００ 手術症例カンファレンス 
１８：００ 内科外科合同 

カンファレンス 
１９：００ ER 

７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
 
１７：００ ER 
 
 
 

７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
 
１７：００ ER 
 
 
 

金 土 日 MR：Morning Round 
ER：Evening Round 
CC：Case Conference 
R： Round 

７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
１７：００ ER 

７：３０   MR 
８：００   病棟業務 
 
１３：００ R 

（病棟業務等） 

 
評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。それ以外については、

適宜アテンディング・ラウンドおいてフィードバックを交えた対話での形成的評価とする。 



  

 血液腫瘍内科  

 

一般目標（GIO）： 

 内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修を開始するために、臨床医として必要な基本

的姿勢と態度を修得し、代表的な血液疾患の病態と治療を理解し、診断技術と基本的手技を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 
１）医師としての責任感と倫理観を持って、臨床研修を行うことが出来る。 

２）患者を全人的に理解しようと努力し、患者、家族と良好な人間関係を築くことが出来る。 

３）チーム医療を担う一員としての責務を自覚し、上級医、同僚医師、学生、コメディカルと協調して診療を 

行うことが出来る。 

４）患者および医療従事者にとって安全な医療を行うために、安全確認の考え方を理解し、実施することが出 

来る。 

５）医療の持つ社会的側面を理解し、医療保険・制度などについての基本的知識を修得し、適正な保険医療を 

行うことが出来る。 

６）患者から適切に病歴を聴取し、カルテに記載することが出来る。 

７）患者の身体所見を取り、カルテに記載することが出来る。 

８）紫斑や出血傾向の有無を診断することが出来る。 

９）全身リンパ節腫脹の有無、肝脾腫の有無を診断することが出来る。 

１０）患者についての上級医からの情報、過去のカルテ、他院からの紹介状などの情報を整理して、現時点での 

プロブレムリストを作成することが出来る。 

１１） 上記について、簡潔にカルテ記載することが出来る。 

１２）白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、代表的な血液疾患の病態を説明することが出来る。 

１３） 上記病態の治療の要点について述べることが出来る。 

１４） 上記病態の管理・治療について患者に説明することが出来る。 

１５）血液腫瘍内科で行われる検査法について列挙することが出来る。 

１６） 上記検査法を解釈し、上級医に報告することが出来る。 

１７） 上記検査法について、患者に説明することが出来る。 

１８） 上級医の指導のもとで骨髄穿刺を行うことが出来る。 

１９）無菌管理が必要な病態について説明することが出来る。 

２０）血液腫瘍内科で広く用いられる薬物療法を列挙することが出来る。 

２１） 上記薬物療法の副作用発症時の対処法について、説明することが出来る。 

２２） 上記薬物療法の副作用について、患者に説明することが出来る。 

２３）輸血の適応と輸血時の副作用について説明することが出来る。 

２４） 上記について患者に説明し、同意書を取得することが出来る。 

２５）濃厚赤血球、濃厚血小板の適切な輸血時間と、副作用予防法を説明することが出来る。 

２６） 上記副作用出現時に適切に処置を行うことが出来る。 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）： 

 病棟受け持ち患者数は、基本的に 10名以上を目標とします。  

 血液腫瘍内科では、初期研修の段階では医師としての基本的姿勢・態度を養って頂くことが、何よりも肝要で

あると考えています。診療科の特徴として、難治性疾患やターミナルの患者さんも多く、患者さんの病気のみを

診るのではなく、心のケアーを含め患者さんを全身的に理解することが如何に重要であるかを、この研修を通し

て経験して下さい。 

 血液腫瘍内科は、内科の中でも厳密な全身管理を求められる診療科です。輸血の適応と安全な輸血方法、がん

薬物療法の実際について、輸液の How to、感染症に対する抗生剤の使用方法、好中球減少時、血小板減少時の全

身管理など、当科ならではのきめ細やかな管理方法について十分に学んで頂きます。血液検査所見の正確な読み

方についても、懇切丁寧に指導します。将来、皆さん方がどの診療科に進まれるとしても、血液腫瘍内科で修得

した能力は大きなスキルとなるでしょう。 

 血液分野では、若手医師を対象とした研究会も数多く行われています。興味を持った症例については、研究会

や学会で発表することを是非お勧めします。責任を持って指導を行いますので、まずは指導医に相談してみて下

さい。 
 
＜週間スケジュール＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価方法（EV）： 
 態度 (affective domain)を含む、全科共通の SBOsについては、共通の EPOCで評価する。適宜アテンディング・

ラウンドにおいて、フィードバックを交えた上級医、指導医との対話形式での形成的評価を行う。 



  

 リウマチ内科  

 

一般目標（GIO）： 

プライマリーケアーとして，リウマチ性疾患患者を適切に管理できるようになるために，リウマチ・膠原病領

域の総合的基礎知識，診断，治療における問題解決能力と臨床的技能・態度を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）一般的な血液・膠原病疾患の病態・診断・治療法を理解できるようにする。 

２）関節所見の取り方を習得し，自己抗体の意義を解釈出来るようにする。 

３）治療薬剤と治療法についての十分な知識を修得する。 

４）病歴を確実に聴取し，身体所見を正確にとり，これらを適切にカルテに記載できるようにする。 

５）鑑別診断及び確定診断に必要な検体検査や画像検査を選択施行し，正しく解釈できるようにする。 

６）得られた情報をもとに鑑別診断を行い，病態や病状を正しく把握できるようにする。 

７）適切な治療計画を立案できるようにする。 

８）治療に伴う合併症及び有害事象を予測し，これらに対する予防・治療ができるようにする。 

９）副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤および非ステロイド性鎮痛消炎剤（NSAIDs）などの使用法を習得す 

る。 

１０）静脈確保，動脈採血ができる。 

１１）輸液・輸血管理ができる。 

１３）中心静脈カテーテル挿入ができる。 

１４）関節穿刺ができる。 

１５）難病・難治性疾患における全身管理および精神的管理をチーム医療のなかで実践することができる。 

１６）研修会や学会レベルでの症例のプレゼンテーションができる。 

 

研修方略（LS）： 

病棟で，4-5症例の患者を受け持ち，チーム医療に参加する． 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：３０   病棟回診 
９：００  病棟業務 
 
 
１８：００ 症例カンファレンス 
      クルズス 

８：３０   病棟回診 
９：００  病棟業務／外来見学 
 
 
 
 

８：３０   病棟回診 
９：００  病棟業務 
 
１４：００ 教授回診 
 
１７：３０ 新入院カンファレンス 
      クルズス 

８：３０   病棟回診 
９：００  病棟業務 
 
 
 
 
 

金 土 日  

８：３０   病棟回診 
９：００  病棟業務／外来見学 
 
 
 

８：３０   病棟回診 
 
１０：００ 病棟医長回診 
     （第１･３･５週） 
 
研究会（不定期） 

８：３０   病棟業務 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

カンファレンス 

・症例検討会及び画像カンファレンス:毎週月曜日18：00  

・Journal club（抄読会）:毎月第 4月曜日19：00  

・新入院カンファレンス:毎週水曜日17:30  

 

研究会 

神奈川リウマチ医会   1回 / 年 

湘南西部リウマチ性疾患症例検討会  2回 / 年 

膠原病胸部画像カンファレンス   4回 / 年 

 

 

評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む。全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価する。 



  

 神経内科  

 

一般目標（GIO）： 

内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、特に頻度の高い、ある

いは救急を要する神経疾患・症候、即ち各種脳血管障害や意識障害、頭痛、めまい、しびれ、けいれん、認知症、

主な神経難病などについて、適切な初期評価と初期治療を行えるようになる問題解決能力と臨床的技能・態度を

習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）病歴の聴取、記載：病歴を確実に聴取し、適切に記載できる。 

２）神経学的所見を正確に取り、適切に記載できる。 

３）病巣診断、疾病診断と鑑別診断を行える。 

４）確定診断へ至る検査計画と治療計画を立案できる。 

５）ＣＴ、ＭＲＩ、脳血管造影、ＳＰＥＣＴ、頸動脈超音波等の所見を読影できる。 

６）神経生理学的検査（脳波、誘発電位、筋電図）を理解できる。 

７）腰椎穿刺の適応、禁忌を理解したうえで適切に行い、かつ髄液所見を正しく判断できる。 

８）エアウェイ挿入、気管内挿管を行い、気管切開の助手も行える。 

９）酸素投与を適切に行い、人工呼吸器の設定を行える。 

１０）血管確保、ＣＶ挿入を行える。 

１１）電解質・水バランスを理解し、輸液管理を行える。 

１２）疾患に応じた適切な血圧管理を行える。 

１３）日々のカルテを適切に記載できる。 

１４）脳死判定の実際について習得する。 

 

研修方略（LS）： On the job training（OJT） 

外来、救急にて患者の問診・診察・治療を指導医のもとで行い、病棟において診療要請に応じて回診を行う。

入院患者は常時１０～１５例を受け持つ。また、指導医の下で急性期脳血管障害患者の外来診療にあたる。 

１．入院患者を対象とした画像カンファレンス（週１回）に参加する。 

２．症例検討会（週１回）に参加する。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
8:00  チーム回診 
8:30 病棟業務、 
      救急対応 
16:00 Case Conference 
18:00 チーム回診 
 

8:00 チーム回診 
8:30病棟業務 
    救急対応 
16:00 チーム回診 
 
 

8:00 チーム回診 
8:30 病棟業務 
      救急対応 
15:30 教授回診 
18:45 抄読会 
19:00 Research Conference 

8:00  チーム回診 
8:30 病棟業務 
      救急対応 
16:00 チーム回診 
 
 

金 土 
8:00 チーム回診 
8:30 病棟業務 
      救急対応 
16:00 チーム回診 
 

8:00  チーム回診 
8:30 病棟業務 
     救急対応 
13:00 チーム回診 
 

 

 

 



  

評価（EV）： 

SBOの各項目について、指導医より理解・実践度について評価を受ける。 

また、受け持ち患者の退院サマリーについては、上級医の指導下で記載した後、評価を受ける。 

EPOCの該当項目については、研修終了後にそれぞれの項目について指導医より評価を受ける。 



  

 腎内分泌代謝内科  

 

一般目標（GIO）： 

 内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、腎臓（透析、腎移植含

む）・内分泌・代謝（糖尿病含む）疾患の病態､治療法を理論的に説明できる知識と技能に加えて、カルテ記載、

症例提示（プレゼンテーション）などを正確に行える能力を身につける。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）腎臓（透析、腎移植含む）・内分泌・代謝（糖尿病）疾患の要点について述べる。 

２）上記病名の病態生理を理解し、説明出来る。 

３）上記病名の問診ならびに身体所見の取り方を理解、説明し、実行出来る。 

４）上記病名の検査内容を理解、説明し、各種負荷試験を含めた検査が実行出来る。 

５）上記病名の治療内容を理解、説明し、オーダーが出来る。 

６）上記病名の管理方法・治療について患者に説明出来る。 

７）上記病名の最新の情報を検索し説明できる。 

８）一般内科医として習熟すべき基本的臨床技能を確実に取得する。 

９）腎移植、シャント作成、腹膜透析カテーテル挿入、副甲状腺摘出などの手術に関わりながら、移植、 

血液透析、腹膜透析、その他のアフェレシスの実際について実地で行う。 

１０）腎生検の準備、補助業務などを実地で行う。 

１１）状況に応じた臨機応変な症例提示（プレゼンテーション）が出来る。 

１２）チーム医療の重要性について理解し、責任と協調性をもった行動が出来る。 

１３）慢性疾患患者の問題点について理解し、精神面、家庭環境などへも配慮した対応が出来る。 

１４）担当した疾患をもとに学会レベルでの症例提示が出来る。 

１５）担当した疾患の論文報告レベルでの症例報告作成が出来る。 

１６）正確なカルテ記載が出来る。 

１７）学生の模範となる行動、指導が出来る。 

 
研修方略（LS）： 
病棟受け持ち患者数は、腎臓（透析、腎移植含む）20名前後、内分泌・代謝（糖尿病）疾患20名前後を目標

とする。 
 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
 
8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
15：30 透析CR  
16：30 糖尿病CR   
18：00 ﾘｻｰﾁｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 7D01 
    学会予行／抄読会 
 

8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
 
 
 
           

 
8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
14：00 新患／旧患プレゼン 
        腎臓CR 
15：30 病棟総回診 
16：30 内分泌CR 
 

8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
13：00 腎病理ＣＲ 
14：30 腎移植CR  
    Case of the week.  
 

金 土 日  
 
8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
 
 
 

8：00〜 朝回診 
8：30  外来、病棟点滴当番 
 
 

 

 



  

 

評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。また、担当患者サマリ

ー記録は全例記載し、上級医師の確認後、合格していることが必要。 

その他、各カンファレンス、回診などでの発言状況、コメディカルや学生への指導・会話状況などから形成的評

価をする。 



  

 心臓血管外科  

 

一般目標（GIO）： 

外科領域、特に心臓血管外科の臨床で内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始

できるために、主な疾患の病態と診断、緊急性の評価、代表的な治療法を理解、習得するとともに、集中治療室

における刻々と変化する病態を速やかに把握し、対処できる能力を習得し、剥離、縫合など基本的な外科的手技

も習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）心臓、血管系の解剖、生理が説明できる。 

２）心疾患、大血管疾患、末梢血管疾患の病態と診断が説明できる。 

３）CT、MRI、血管造影等の画像診断、心電図、心エコー等の生理検査の評価ができる。 

４）主な心疾患、大血管疾患、末梢血管疾患の治療法が説明できる。 

５）疾患、病態の緊急性の評価とその対処法が説明できる。 

６）全身管理、特に水分バランス、輸液法、栄養法、心血管作動薬の使い方が説明できる。 

７）体外循環法、補助循環法（IABP、PCPS）の基本が説明できる。 

８）静脈輸液路、動脈圧ラインの確保ができる。 

９）中心静脈カテーテル、Swan-Ganzカテーテルの挿入ができる。 

１０）消毒法、創傷処置ができる。 

１１）人工呼吸器、心臓ペースメーカーの設定ができる。 

１２）胸腔ドレナージ、気管切開が上級医の指導の下で実施できる。 

１３）気管内挿管を含む心肺蘇生法が実施できる。 

１４）末梢血管の剥離や基本的な縫合ができる。 

１５）学会活動、セミナーの機会を見つけて積極的に参加する。 

e.g. 日本外科学会、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会などの関連学会や、 

血管外科研究会、周術期研究会、手術手技研究会などの研究会への参加、発表。医局抄読会（週１回開催） 

や動物を用いた手技学習（ウェットラボ）への参加。 

１６）社会人としてのマナーを持って、患者さんやご家族と接遇できる。 

１７）チーム医療の一員となり、綿密な連絡、相談や、臨床工学技師、看護師などと協調できる。 

１８）カルテやサマリー、手術記録などを迅速に記載できる。 



  

研修方略（LS）： 

OJT(On the job training) 

１）付属病院では 5名の専門医スタッフの指導のもと、ICU病棟を含め 20～30人の入院患者さんを 3～5名 

   のチームで診療に当たる。 

２）研修医は通常外来を週に1日程度サポートする。 

３）毎週の心臓血管外科カンファレンス、循環器内科心臓血管外科カンファレンスで術前後症例・問題症例 

をプレゼンテーションする。 

研修施設（後期研修医） 

東海大学医学部付属病院、同八王子病院、平塚市民病院、池上総合病院ハートセンター他 

勉強会 

毎週の早朝勉強会で、指定された最新の文献を関連する文献の紹介を含め簡潔に短時間で発表する。各自の機

会は概ね月一回程度。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
７：４５  回診 
１０：００ 手術 
 
 
 

７：４５  回診 
１０：００ 手術 
 
 
 

７：３０  心外カンファレンス 
８：３０  回診 
１０：００ 手術 
 
 

７：４５  回診 
１０：００ 手術 
 
 
 

金 土 日  

７：３０  心外カンファレンス 
８：３０  回診 
１０：００ 手術 
 
 

  

 

評価方法（EV）： 

１．参加した手術の内容をデータベースとして自己管理し、勉強会で発表した内容の抄録、学会発表、論文 

  (共著者を含む)を提出する。 

２．責任教授が各臨床医と面接を行い研修結果を評価する。 



  

 移植外科  
 
一般目標（GIO）： 

プライマリーケアに必須の外科の基本となる知識や技術の習得に加え、チームワーク医療を理解し実行できる

臨床医として、臓器不全患者における臓器移植について理解し、腎移植を中心に慢性腎不全患者の病態や外科的

治療の基本を習得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

１）慢性透析患者の特殊な病態・治療を理解し、患者を診療できる。 

２）腎移植と関連した血液浄化療法を説明できる。 

３）血液透析用留置カテーテルなど、中心静脈ルート確保を習得し、円滑な血液透析療法につなげる。 

４）慢性腎不全患者の腎移植の適応について理解し、必要な精査を行う。 

５）慢性腎不全患者、移植患者に投与される薬剤について、副作用やその対処法を説明できる。 

６）移植患者の診療において、免疫抑制剤の特性を理解し、感染症患者の管理を説明する。 

７）臓器拒絶反応や日和見感染などの感染症の診断や治療法を説明できる。 

８）慢性腎不全患者の種々の手術に対して、術前・術後管理のポイントを説明する。 

９）移植腎の機能評価のために、超音波検査を行い、結果の評価を行う。 

１０）移植臓器の生検手技の基本を習得し、病理学的診断に至るプロセスを体得する。 

１１）腎移植や透析用血管アクセス手術に参加し、血管の剝離や縫合などの基本的な手技を体得し、助手また 

は術者ができるようになる。 

１２）臓器移植領域の新しい研究や治療法について、注目する姿勢を養う。 

１３）自科や他科とのカンファレンスなどで症例提示を的確に行う。 

１４）臓器移植医療全般についての社会的知識や活動について学び日常診療に反映させる。 

  （注意）EPOCでの評価対象となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）： 

 病棟において、腎移植患者、慢性腎不全患者の担当医となり、指導上級医とともに診療を行う。 

 種々の手術において、助手・術者を務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価方法（EV）： 

 診療態度（動機づけや対話能力など）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価する。 

 症例のサマリー記録を記載し、上級医に検閲を受け指導を受ける。 

 参加した術者についてカンファレンス等でサマライズして報告する。術者は手術記録を記載し、上級医の検閲

を受け指導を受ける。 

 日々のラウンドや毎週のカンファレンスにおいて、上級医とのフィードバックを交えた対話での形成的評価を

適宜行う。 



  

 呼吸器外科  

 

一般目標（GIO）： 

外科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、呼吸器外科のチーム医

療に携わり、外科的治療や周術期管理、救急医療を通して、集学的治療に基づき良好な予後が期待できる。ゆっ

くり治療計画を立案する疾患から瞬時に判断を要する直接死につながる疾患までを経験して、医師に必要な全身

管理を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）術前患者の治療計画を立案し、プレゼンテーションできる。 

２）胸腔内の解剖を理解し、代表的な手術方法を説明できる。 

３）内視鏡手術(胸腔鏡下手術)の基本手技を説明できる。 

４）周術期における胸腔ドレーン、人工呼吸器、輸液の管理ができる。 

５）多発外傷患者に対し、治療の優先順位を説明できる。 

６）基本的外科手技(中心静脈カテーテル、胸腔ドレナージ、気管切開)が実施できる。 

７）標準開胸手術における開胸操作、閉胸操作が実施できる。 

８）一次救命処置(脳心肺蘇生)の基本的手技を実施できる。 

９）集中治療室や高度救命救急センターの役割(機能)と管理上の注意点を説明できる。 

１０）患者・家族や医療スタッフとの信頼関係を築きチーム医療を実施できる。 

１１）セミナーに積極的に参加する。 

 

研修方略（LS）： 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
７：３０   准教授回診 
 
９：００  手術 
 
１６：００ 回診 
１７：３０ ＣＲ 

７：３０  回診 
 
９：００  病棟業務 
 
１６：００ 回診 
 

７：００  ＣＲ 
８：３０  教授回診 
９：００  手術 
 
１６：００ 回診 
 

７：３０  回診 
８：３０  病棟業務 
 
 
１６：００ 回診 
 

金 土 日  

７：３０  回診 
８：３０  病棟業務 
 
 
１６：００ 回診 

７：３０  回診 
８：３０  病棟業務 
 
１４：００ 回診 
 

回診 
病棟業務 
 
 
 

＜セミナー＞ 日本胸部外科学会総会、日本呼吸器外科学会総会、日本肺癌学会総会、日本内視鏡外科学会総会、 

日本気管支学会総会 （１回／年） 

日本胸部外科学会関東支部会、日本肺癌学会関東部会、日本気管支学会関東支部会（４回／年） 

 

評価方法（EV）： 

自己および指導医の評価はEPOCで行う。 

 



  

 消化器外科  

 

一般目標（GIO）： 

プライマリーケアに必要な外科的診療能力のある後期研修医としての専門研修ができるための外科疾患の病

態について理解し、外科的知識、技能、態度を修得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

１）医の倫理に配慮し、総合的な外科診療を行う適切な態度、習慣を身につける。 

２）患者の状態を理解し、教授回診で適切なプレゼンテーションができる。 

３）術前後の検査としての上部・下部消化管造影、瘻孔造影、上部・下部内視鏡検査、超音波検査などを理 

解し、その術者または助手として従事する。また、CT、MRI、血管造影、ERCPなどの読影ができる。 

４）イレウス管挿入、動脈穿刺、中心静脈カテーテル挿入、胸腔ドレーン挿入などの適応、方法を習得する。 

５）外科手術の内容と適応を理解し、糸結びを始めとした手術基本手技を習得した上で、開腹・閉腹、開胸・ 

閉胸手技をはじめ、虫垂切除、ヘルニア等の術者や助手ができる。 

６）消化器領域の救急に対して診断、プライマリーケアができ、緊急手術の適応を判断できる。 

７）外科的感染症を併発した患者の外科処置についての知識を持ち、対処する。 

８）基礎疾患、病態などの特異性を考慮に入れ、創傷処置をする。 

９）臓器、疾患、術式の特性および心不全、呼吸不全、ショック、糖尿病など併発症、合併症を持つ症例に 

対し、疾患別、病態別の輸液および栄養剤投与の計画を立て、実施する。 

 

研修方略（LS）： 

OJT (On the job training) 

臨床研修医は、臨床助手 3 年のチーフレジデントが構成するチーム医療の一員となり 30 人程度の患者を受け持

つ。 

 

評価方法（EV）： 

自己および指導医の評価はEPOCで行う。 

 



  

 乳腺内分泌外科  

 

一般目標（GIO）： 

外科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、乳腺・内分泌外科領域

で乳腺・甲状腺疾患の診療をチーム医療で実践することにより、この領域の基礎知識、臨床判断能力、問題解決

能力、医療の進歩に合わせた生涯学習を行う能力、患者の心の痛みを理解できる人間性を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）正常な乳房・腋窩領域・甲状腺領域の解剖や組織を理解し説明する（知識）。 

２）乳癌、甲状腺癌の基本的事項を理解し説明する（知識）。 

３）下記の乳腺の良性・悪性疾患に対して病態を理解し、問診・視触診・画像診断などの結果から適切な処置 

や治療方針を説明する（知識・技能）。 

乳腺症、乳管拡張症、乳腺炎、乳腺膿瘍、線維腺腫、葉状腫瘍、乳管内乳頭腫、非浸潤癌、浸潤癌 

４）下記の甲状腺、副甲状腺の良性・悪性疾患に対して病態を理解し、問診・視触診・画像診断などの結果か 

ら適切な処置や治療方針を説明する（知識・技能）。                       

甲状腺機能異常症、良性甲状腺腺腫性疾患、副甲状腺機能異常症、良性副甲状腺腺腫性疾患、甲状腺癌、 

副甲状腺癌。 

５）乳癌における外科的治療、放射線治療、薬物療法（化学療法、内分泌療法、分子標的治療）の役割と適応、 

副作用について説明する（知識）。 

６）下記の画像検査の適応を理解した上で適切に選択する（技能）。 

   マンモグラフィ、乳房超音波検査、乳腺MRI、甲状腺超音波検査、胸部レントゲン、胸部CT、腹部CT、 

頭部CT、頭部MRI、骨MRI、骨シンチグラフィ、その他。 

７）下記の検査手技の適応を理解した上で適切に選択する（技能）。 

   乳管造影、擦過細胞診、穿刺吸引細胞診、超音波ガイド下針生検・吸引式針生検、ステレオガイド下マン

モトーム生検、切開・排膿法、外科的生検、その他。 

８）患者・家族と良好な信頼関係を確立する（態度・習慣）。 

９）患者の医療面接・身体診察・診断・治療をチーム医療の中心として実践する（態度・習慣）。 

１０）乳腺、甲状腺疾患の手術に際し、助手として積極的に参加する（態度・習慣）。 

１１）検査結果に基づいた治療方針の概要を上級医に報告・説明する（態度・習慣）。 

１２）放射線診断医、放射線治療医、病理診断医、超音波技師、放射線技師など多職種のスタッフが出席する当 

科の合同カンファレンスに参加する（態度・習慣）。 

１３）月１回開催されるキャンサーボードに出席し、乳腺内分泌外科疾患のみならず、他の悪性腫瘍の診断、治 

療にも精通する（態度・習慣、技能）。 



  

研修方略（LS）： 

 乳腺・内分泌外科領域に携わるチーム医療の一員としての自覚を持ち、研修を実践する。 

 

研修スケジュール 

月 火 水 木 

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     手術 
16:00  夕回診 

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     手術 
16:00  夕回診 
19:00  ｷｬﾝｻｰﾎﾞｰﾄ  ゙
    （3週目のみ） 

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     手術 
17:00  教授回診 
18:00  症例ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
19:00  教室会議 

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     手術 
16:00  夕回診 

金 土 日  

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     手術 
16:00  夕回診 

8:00   朝回診 
8:30   病棟業務 
     ﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検 
     手術 

  

 
評価方法（EV）： 

 ・指導医、上級医による評価：病棟・外来における医療面接の態度や診療内容、さらにカンファレンスでのプ

レゼンテーションなどを行い、その都度、評価を受ける。 

 ・診療に対する態度・習慣を含む全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価する。 



  

 小児外科  

 

一般目標（GIO）： 

 日常診療で遭遇する病気や病態に、適切に対応できるプライマリ・ケアの基本的な診療能力を身につけるため、

小児外科診療をチームで実践しながら、小児診療に必要な基本的知識と外科的処置を含む基本的手技を修得し、

患者およびその保護者のニーズに配慮した診療態度を体得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）患者およびその家族や他の医療従事者とのコミュニケーションを通じ、医療人として必要な基本姿勢・態度 

を身につける。 

２）診療録をPOSに従って記載する。 

３）小児の各発達段階に応じた医療を通じて、小児・成育医療の現場を経験する。 

４）小児に対する基本的手技（圧迫止血法、包帯法、注射法、採血法、ドレーン・チューブ類の管理、胃管の挿

入と管理、創部消毒とガーゼ交換、簡単な切開・排膿、皮膚縫合）を実施する。 

５）小児の輸液・輸血ができる。 

６）小児の救急を要する症状・病態（心肺停止、ショック、意識障害、急性腹症、急性消化管出血、外傷、誤飲・

誤嚥、熱傷）を経験する。 

７）小児の外科的消化器系疾患、泌尿器科的腎・尿路疾患、呼吸器系疾患、小児感染症症例を受け持ち、症例レ

ポートを提出する。 

 

研修方略（LS）： 

＜研修スケジュール＞ 
月 火 水 木 

７：００  ＣＲ 
８：００  ＭＲ 
８：３０  病棟業務 
 
１３：００ 各種検査 
 
１６：００ ＥＲ 

８：００  ＭＲ 
９：００  手術 
 
～予定を見ながら病棟業務～ 
 
 
１６：００ ＥＲ 

８：００  ＭＲ 
９：００  日帰り手術 
 
１３：００ 各種検査、病棟業務、 
      小児放射線 
 
１６：００ 放射線カンファレンス 
１７：００ ＥＲ 

７：３０  抄読会 
８：３０  ＭＲ 
９：００  日帰り手術 
 
１３：００ ＣＲ 
１５：００ 病棟業務 
１６：００ ＥＲ 

金 土 日  

８：００  ＭＲ 
９：００  日帰り手術 
１３：００ 病棟業務 
 
１６：００ ＥＲ 

８：００  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
On call又は休日 
 

On call又は休日 
 
 
 
 

セミナー 

 神奈川小児腫瘍研究会       ３月、９月 

 東京小児外科研究会        ６月 

 日本小児外科学会総会       ６月 

 日本小児外科学会秋季シンポジウム 11月 

 

評価方法（EV）： 

自己および指導医の評価はEPOCで行う。 



  

 脳神経外科  

 

一般目標（GIO）： 

外科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、基本的な身体診察、神

経学的診察を行い、画像診断などの補助診断法を適切に選択し、脳神経外科領域に関連する救急疾患に対応する

能力を身につける。 

 

行動目標（SBOs）： 

【診療姿勢】 

患者の人格を尊重し、全人的な医療を実践する診療態度を身につける。 

医療安全に配慮し、脳神経外科領域の医師や他職種と連携して、チーム医療を実践する。 

【診察法】 

患者の人格に配慮し、必要な病歴を患者および家族から聴取し、診療録へ記載できる。 

身体診察にて理学的所見を把握し、診療録へ記載できる。 

神経学的診察にて、異常所見のみならず正常所見を把握し、診療録へ記載できる。 

身体所見・神経学的所見の経時的変化を把握できる。 

鑑別診断を挙げ、確定に必要な補助診断法を挙げることができる。 

病状の重症度を判断し、必要な処置を挙げることができる。 

病状を上級医へ報告し、治療に関する議論ができる。 

【検査】 

画像診断法の特徴および侵襲度を理解し、病状に即した選択ができる。 

生理学的検査法の特徴を理解し、病状に即した選択ができる。 

診断に必要な血液生化学検査の特徴を理解し、病状に即した選択ができる。 

検査内容について、その結果を評価し、診療録へ記載できる。 

【手技、治療】 

気道の確保、管理を行える。 

人工呼吸器による呼吸管理を行える。 

嚥下管理を行える。 

排泄管理を行える。 

静脈路の確保を行える。 

高血圧緊急状態に対して、循環管理を行える。 

体位管理を行える。 

栄養管理を行える。 

輸液管理を行える。 

投薬管理を行える。 

脳室ドレナージを含むドレーンがもたらす変化を判断し、上級医に報告できる。 

けいれん時の初期対応ができる。 

くも膜下出血再出血防止として、安静と鎮静を理解し、これらに配慮した管理を行える。 

神経所見の急激な変化に際し、初期対応ができ、所見の変化を上級医に報告できる。 

脳脊髄液を採取し、その評価ができる。  

全身状態の管理として、他科との連携ができる。 

リハビリテーションの必要性について、上級医と議論できる。 



  

全身麻酔を行う前後に必要な管理上の変更点について、上級医と議論できる。 

脳血管撮影を行う際に必要な管理の変更と準備ができる。 

腰椎穿刺を行う際に必要な準備ができ、体位をとれる。 

【その他】 

回診、症例検討会の際に、病歴と症状を整理し、担当医としてプレゼンテーションができる。 

 

研修方略（LS）： 

 ＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  教授回診 
９：００  MR 
９：３０  病棟業務 
 
 
１８：００ カンファレンス 

８：１５  MR 
８：４５  病棟業務 
 
 
１７：３０ 血管カンファレンス 
 

８：１５  MR 
９：００  手術 
 
 
１７：３０ 腫瘍カンファレンス 
 

８：１５  MR 
９：００  手術 
 
 
 
 

金 土 日  

８：１５  MR 
９：００  病棟業務 
 
 
 

８：３０ カンファレンス 
 
 
 
 

 

 

評価方法（EV）： 

 全科共通の SBOs については、共通の EPOC で評価する。また、担当した脳血管障害と外傷患者それぞれ５

例ずつをカンファレンスにて発表する。その発表内容を上級医がフィードバックする。 



  

 泌尿器科  
 

一般目標（GIO）： 

泌尿器科診療に必要な基本的知識、診療手技を学び、泌尿器科に特有なプライマリーケアー能力を修得する。

また泌尿器科に特有の諸問題に配慮しつつ、泌尿器科の救急疾患に必須な最低限の診察能力と技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

 １）泌尿器系、男性生殖器系の解剖生理を正しく理解し、述べることができる。 

 ２）尿、分泌物の検査法を理解し、検査所見を正しく解釈できる。 

 ３）尿道炎、膀胱炎、急性腎孟腎炎、尿路結石の疾患を理解する。 

 ４）排尿障害を起こす疾患の鑑別ができ、治療法を理解する。 

 ５）腎外傷、膀胱外傷、尿道損傷を診断できる。 

６）尿路・性器腫瘍の早期発見の意義と、それらの治療方法の概要を理解し、述べることができる。 

 ７）ＣＴ、ＭＲＩ、泌尿器科レントゲン検査を読影できる。 

 ８）超音波検査（腎、膀胱、陰嚢内疾患）を施行でき、読影できる。 

 ９）泌尿性器の理学的検査（腎、膀胱、前立腺触診、陰嚢内容の診察）を正確に行い、記載することができる。 

１０）導尿を正確にできる。各種カテーテルの使用法を理解し、使用できる。 

１１）泌尿器科内視鏡検査（尿道鏡・膀胱鏡）ができ、所見を理解できる。 

１２）尿流動態検査法（尿流測定、膀胱内圧測定、他）ができ、所見を理解できる。 

１３）泌尿器科手術の助手をつとめることができる。 

１４）泌尿器科疾患を有する患者を診察して、泌尿器科による専門的治療を要するか否かを判断できる。 

１５）外来患者、入院患者の病歴を、正確に聴取記載することができる。 

１６）入院患者を担当し、指導医のもとで、入院時オーダーを行い、検査方針をたて、治療法を検討し、退院ま 

での全身、局所管理を行う。 

１７）担当患者のプレゼンテーションをする。 

１８）回診、レントゲンカンファレンス、ケースカンファレンス、病理カンファレンス、抄読会、その他教室行 

事に参加する。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）： 

指導医の直接管理下での教育を受け、病棟患者の診療管理、手術で助手として手技を学ぶ。 

週の予定 

・週 2回のクリニカルラウンド 

・週 2回の症例検討会（画像カンファレンスを含む） 
 
＜泌尿器科・研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 金 
7:30 カンファレンス 
7:45 病理カンファレンス 
8:30 回診、病棟業務 
その他 
・手術助手 
・造影検査 
 
16:00 症例検討会 
17:00 教授回診 

7:40 カンファレンス 
8:30 回診、病棟業務 
その他 
・手術助手 
・造影検査 
 
 
17:00 回診 

7:40  カンファレンス 
8:30  回診、病棟業務 
その他 
・手術助手 
・造影検査 
 
 
17:00 回診 

7:40 カンファレンス 
8:30  回診、病棟業務 
その他 
・手術助手 
・造影検査 
 
16:00 症例検討会 
17:00 教授回診 

7:40 カンファレンス 
8:30  回診、病棟業務 
その他 
・手術助手 
・造影検査 
 
 
17:00 回診 

土 
8 :30  回診、病棟業務 

 
 
評価方法（EV）： 

全科共通の SBOs については共通の EPOC で評価。各種サマリー、手術記録を記載し、上級医が検閲し合格

していることが必要。適宜カンファレンス、アテンディング・ラウンドにおいてフィードバックを交えた対話で

の形成的評価とする。 



  

 麻酔科  
 
一般目標（GIO）： 

手術患者の生命維持機能の多くは麻酔科医にゆだねられている。術中病態は突然変化し、急激に進行する。重

大な所見の見落としは死と直結することを肝に銘じ、どんな些細な情報も見逃さない注意深い洞察力と対応力を

修得する。。 

 

行動目標（SBOs）： 

周術期医療チームの一員として、指導医、術者、看護師等に正確に情報を伝達し、自分の意見を伝え、迅速か

つ的確に行動する能力を磨き、注意、指導を素直に聞き入れる、立派な臨床医になることをめざしてほしい。 

 

専門的知識 

・SpO2、ETCO2、動脈血液ガス分析のデータを解釈し、患者の呼吸状態を把握する 

・麻酔中の呼吸管理、周術期の人工呼吸器管理を行う 

・身体所見、血圧、脈拍、心電図、中心静脈圧、肺動脈圧や画像診断から患者の循環動態を把握する 

・輸液製剤、輸血の種類、内容を把握し、適応を判断し処方する 

・麻酔前投薬、麻酔薬、筋弛緩薬、循環作動薬等の薬理作用･副作用を把握する 

・脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔に必要な解剖、局所麻酔薬の作用機序、麻酔管理の知識を得る 

 

手技 

・点滴（静脈路）確保が迅速、確実にできる 

・麻酔導入時の用手的気道確保(マスク換気)、喉頭展開、気管挿管ができる 

・胃管挿入ができる 

・気管内、口腔内の吸引を正しく行うことができる 

・パルスオキシメータのプローブを正しく装着できる 

・動脈穿刺、直接動脈圧測定ができる 

・中心静脈カテーテル、肺動脈カテーテル挿入を経験し、中心静脈圧、肺動脈圧、肺動脈楔入圧、心拍出量を測

定する 

・腰椎穿刺(脊髄くも膜下麻酔)を経験する 

 

その他 

・術前患者情報の収集と提示、術前患者評価を行う 

・麻酔機器、患者監視装置(モニター機器)の使用に習熟する 

・手術室内の清潔･不潔の概念を理解し、実行する 

・患者急変時、緊急時に迅速な判断と行動を行う 

・社会人としての常識的な判断と行動（報告、連絡、相談等）を行う 

 

研修方略（LS）： 

受け持ち患者は手術週間予定表を元に割り振られる。（一日1人〜4人位） 

日中の手術室業務と夕方の病棟業務研修を行う。 
 

 



  

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 金 
 
７：４０  朝カンファレンス 
８：４５  手術室 
麻酔業務 
 
夕方～   病棟    
術前・術後診察・カルテ記述 or その他 

土 日 

 

９：００～ 
講義or抄読会or 麻酔業務 
 
午後～ 
病棟診察 or 麻酔業務 or 
カルテ記述 or その他 

 

 
評価方法（EV）： 
研修態度を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 
また、麻酔管理中の実地指導を含め、月2回の勉強会を通じて各々の麻酔担当症例のフィードバックを絡ませ

つつ、ディスカッションでの形成的評価とする。 
さらには、個人の個性をみいだしコメントする。 



  

 救命救急科  

 

一般目標（GIO） 

救急患者の初期診療を適切に行えるようになるために、臨床医として必要とされる、基本的な知識・技能・ 

診療態度を修得する。 

 

行動目標（SBOs） 

１）意識障害、胸痛、呼吸困難、腹痛、動悸、頭痛、発熱等の主要徴候の鑑別すべき疾患を説明する。 

２）救急患者のバイタルサイン、身体所見から、重症度、緊急度を評価する。 

３）診断確定に必要な検査を選択でき、結果を評価する。 

４）心肺停止、ショック、多発外傷、急性中毒、外傷等の主要病態について適切な初期治療を行う。 

５）ガイドラインに従って心肺蘇生における胸骨圧迫、人工呼吸を適切に行う。 

６）担当症例について適切なプレゼンテーションをする。 

７）専門医へコンサルテーションをする。 

８）患者、家族の心情を理解し、温かく対応でき、良好な信頼関係を形成する。 

９）救急チーム医療のなかで、他職種と良好なコミュニケーションをとる。 

１０）(オプション）ドクターヘリ、ドクターカー症例を通して、現場救急医療の特徴を理解する。 

 

研修方略（LS）： 

外来チーム 

3日に一度のERにおいて救急車で搬送される患者の初期治療にあたる。 

ドクターヘリに搭乗し、救急現場診療にあたる。 

朝の症例カンファレンスでのプレゼンテーション。 

 

病棟チーム 

基本的に日勤帯でEICU、EHCU、8B病棟において 入院患者の診療にあたる。 

教授回診でのプレゼンテーション 

 

（ドクターヘリ搭乗希望者を対象）ドクターヘリ講習会 

主要な症候についてのSmall Group Teaching 

担当症例発表会 

シミュレーショントレーニング（スキルクリニック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価（EV）： 

全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価 

勤務状況について各チーム指導医による評価 

シミュレーショントレーニングによる形成的評価 

（ドクヘリ講習会）筆記試験 



  

 精神科  

 

精神疾患に対処する場合、まず、器質的疾患や症状精神病を鑑別するため、一般身体医学の知識が不可欠であ

る。また精神医学的所見をとり、適切に記載するために、精神症候学の知識を習得しなければならない。 

さらに、精神疾患を診断するには、適確な病歴をとれるように、精神病理学についての知識、患者個人を理解

するための詳細な生育歴をとるうえでのライフサイクル論的な発達についての知識、家族歴をとるための家族力

動についての知識などが必要である。精神力動的理解と同時に、精神疾患に用いられる薬物についての知識の習

得が必要である。さらに、脳波、画像診断、心理テスト等の検査についての知識、精神疾患を持つ患者に対する

インフォームドコンセントの知識、入院患者集団、家族、医療スタッフなどの集団力動に関する知識が習得すべ

きものである。 

 

一般目標（GIO）： 

将来専攻する専門診療科にかかわらずGeneral medicine として必要とされる精神科的観点で診療できる臨床

医となるために、精神科的な基礎的な知識、技能、態度を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）横断的な精神現症だけでなく縦断的にも生育歴を聴取することができる。 

２）成人と子ども、および家族に対して診断面接と治療面接ができる。 

３）成人と子どもの区別なくどちらも診療できる。 

４）成人の発達障害の診断・治療ができる。 

５）統合失調症、気分障害、不安障害などの精神疾患の治療を経験する。 

６）精神科治療計画の立案、治療薬の選択ができる。 

７）入院形態など、精神保健福祉法に基づいた医療が行える。 

８）リエゾン・コンサルテーションにおいて他科の医療スタッフに円滑に接することができる。 

９）小児のコンサルテーションを経験できる。 

１０）緩和ケアチームにおいて、精神科医の役割、機能を経験し、緩和ケアカンファレンスで討論ができる。 

１１）症状精神病やせん妄、抑うつ症状、不眠などへの対応ができる。 

１２）高度救命救急センターに搬送される自殺企図患者や希死念慮を伴う患者への危機介入ができる。 

１３）精神療法の基礎について経験する。 

１４）精神科リハビリテーションの概要を理解できる。 

１５）精神科リハビリテーションを実施できる。 

１６）地域精神医療において適切に連携することができる。 

１７）頭部MRI，CT検査、脳波検査の読影、判読を経験する。 

１８）カンファレンスで簡潔にプレゼンテーションができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）： 

東海大学医学部付属病院で２週間から６週間、財団法人積善会曽我病院あるいは医療法人弘徳会愛光病院で２

週間の研修を行う。 

 

研修スケジュール概要 

精神科研修の詳細 
精神科１ヶ月間研修モデル（大学病院及び協力病院にて）  

 
  月 火 水 木 金 土 

１週目 外来（陪審・予診） 

 
回診・症例検討会・

研究会 
身体科リエゾンで症例を担当する 

２週目 外来（陪審・予診） 

 身体科リエゾンで症例を担当する 

３週目 協力病院の外来（陪審・予診） 

 協力病院の精神科病棟で症例を担当する 

４週目 協力病院の外来（陪審・予診）                                 評価 

 協力病院の精神科病棟で症例を担当する 

         

セミナー 

関東地区精神科研修医合同研修会 １回／年 

神奈川県精神医学会         ２回／年 

東京精神医学会           ３回／年 

東海精神神経懇話会         １回／年 

児童分析臨床研究会         ２回／年 

神奈川県心身医学会         ２回／年 

 
評価方法（EV）： 
態度も含み、共通のEPOCで評価。 



  

 曽我病院  
 

行動目標（SBOs）： 
１）統合失調症、うつ病、認知症について最低限の理解を深める。 
２）どの診療科でも処方される可能性がある睡眠薬についての知識を深める。 
３）せん妄の診療、対処について知識を深める。 
４）社会人としての基本的な姿勢を身につける。 
５）スタッフおよび患者とのコミュニケーションスキルを高める。 
 
カンファレンス、セミナー等の参加について 
カンファレンスに週 1回参加し、プレゼンテーション能力を高める。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
９：００  病棟業務 

 

適時 

初診診察 

入院診察 

急患診察 

電気痙攣療法 

レクチャー など 

 

１７：００病棟カンファレンス 

９：００  病棟業務 

 

適時 

初診診察 

入院診察 

急患診察 

電気痙攣療法 

レクチャー など 

 

 

９：１５  院長回診 

１０：３０ 病棟業務 

 

適時 

初診診察 

入院診察 

急患診察 

電気痙攣療法 

レクチャー など 

 

９：００  病棟業務 

 

適時 

初診診察 

入院診察 

急患診察 

電気痙攣療法 

レクチャー など 

 

 

金 土 日  

９：００ 病棟業務 

 

適時 

初診診察 

入院診察 

急患診察 

電気痙攣療法 

レクチャー など 

  

 

＊入院患者の病状によって電気痙攣療法は見学および施行できない場合があります。 

＊外来患者の診察は基本的に陪席ですが、精神科希望者などは病歴聴取などをすることもあります。 

＊院長回診は 1週目に同行してもらい、2週目は知的障害者施設の診察を見学してもらうこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 愛光病院  
 
行動目標（SBOs）：  
１ プライマリケアに求められる精神症状の診断と治療技術を身につける 

  ・精神症状の評価と鑑別診断技術を身につける 

  ・精神症状への治療技術（薬物療法、心理的介入方法）などを身につける 

２ 身体疾患を有する患者の精神症状の評価と治療技術を身につける 

  ・対応困難患者の心理、行動理解のための知識と技術を身につける 

  ・精神症状の評価と治療技術（薬物療法、心理的介人方法など）を身につける 

３ 医療コミュニケーション技術を身につける 

  ・児童から老年期に至るライフサイクルと各時期に特徴的な心理や精神障害について理解する 

  ・全ての患者に対して、その心理－社会的側面に関心を向け常に配慮する 

  ・あらゆる患者に対し適切に対応できるよう、基本的な面接技術を身につける 

  ・インフォームド・コンセントに必要なコミュニケーションの技術を身につける 

  ・メンタルヘルス・ケアの技術を身につける 

 ４ チ－ム医療に必要な技術を身につける 

  ・チーム医療について理解し参加する 

  ・他職種との連携のための技術を身に付ける 

  ・病診（病院と診療所）連携、病病（病院と病院）連携を理解する 

 ５ 精神科リハビリテ－ションや地域支援体制を経験する 

  ・精神科デイケアを経験する 

  ・社会復帰施設・居宅生活支授事業を経験し、社会資源を活用する技術を身につける 

・地域リハビリテ－ション（共同作業所、小規模授産施設）を経験し医療と福祉サービスを一体的に提供 
 する技術を身につける 

  ・保健所の精神保健活動を経験する 

 ６ 精神および心理状態の把握の仕方および対人関係の持ち方について学ぶ 

 (1) 医療人として必要な態度・姿勢を身につける 

・心（精神）と身体は一体であることを理解し患者医師関係をはじめとして人間関係を良好に保つことに 

心を配ることを知識としてだけでなく態度として身につける 

 (2) 基本的な面接法を学ぶ 

  ・患者に対する接し方、態度、質問の仕方を身につけ、患者の解釈モデル、受診動機、受診行動を理解する 

  ・患者の病歴、主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴聴取を行い、記録できる 

  ・患者・家族を受容し適切な対応ができる 

 (3) 精神症状の捉え方の基本を身につける 

  ・陳述と表情、態度、行動から情報を得る 

  ・患者の訴えを聞きながら疾患・症状を想定しそれに関する質問を行い、症状の有無を確認する。合わなけ 
れば別の疾患・症状を想定し直して質問し確認する。患者の陳述を可能な限りそのまま記載すると同時に 
専門用語での記載の仕方を学ぶ 

 (4) 患者、家族に対し、適切なインフォームド・コンセン卜を得られるようにする 

  ・診断の経過、治療計画などについてわかりやすく説明し、了解を得て冶療を行う 

 (5) チーム医療について学ぶ 

  ・医療チ－ムの一員としての役割を理解し幅広い職種の医療従事者と協調、協力し適確に情報を交換して問題 
に対処できる 

  ・指導医に適切なタイミングでコンサルテ－ションできる 

  ・患者の転入、転出にあたり情報を交換できる 

  ・関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる 



  

カンファレンス、セミナー等の参加について 
 １ 指導体制 

  ・各研修医に指導医１名を割り当て、研修期間全体にわたった一貫した指導を行う 

  ・外来、病棟での研修は、外来医長、病棟医長が責任を持つ 

  ・担当患者の治療には、主治医（指導医）と共に当たる 

  ・研究会、症例検討会、医局会等行事に出席する 

 ２ 外来研修 

  ・新患患者の予診をとり、診察に陪席する 

  ・予診を相当した患者の再診に陪席し評価を行う 

  ・それ以外の再診にも陪席し、多くの症例を経験する 

  ・救急患者の治療にも関わる 

  ・精神鑑定の見学をする 

  ・専門外来（児童外来、もの忘れ外来）に陪席する 

  ・心の相談にも陪席する 

 ３ 病棟研修 

  ・入院患者の担当医となる 

  ・病棟にて行われる症例検討会、カンファレンスに参加し、プレゼンテーションを行う 

  ・ケース・ワークに参加する 

  ・当直補助として当直業務に参加する 

 ４ クルズス 

  ・精神科外来、病棟業務について 

  ・精神保健福祉法と患者の人権、司法精神医学 

  ・精神医学的面接と精神療法、心理検査 

  ・精神科薬物療法 

  ・症状性、器質性精神疾患総論・各論 

  ・内因性精神疾患総論・各論 

  ・心因性精神疾患総論・各論 

  ・児童青年精神医学 

  ・老年精神医学 

  ・リエゾン・コンサルテ－ション精神医学など 

 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
９:００  ＭＲ 

９:３０  病棟業務 

 

昼食 

 

１６：００ ＥＲ 

１７：００ まとめ 

９：００  ＭＲ 

９：３０  病棟業務 

 

昼食 

 

１６：００ ＥＲ 

１７：００ まとめ 

９：００  ＭＲ 

９：３０  病棟業務 

 

昼食 

 

１６：００ ＥＲ 

１７：００ まとめ 

９：００  ＭＲ 

９：３０  病棟業務 

 

昼食 

 

１６：００ ＥＲ 

１７：００ まとめ 

金 土 日  
９：００  ＭＲ 

９：３０  病棟業務 

 

昼食 

 

１６：００ ＥＲ 

１７：００ まとめ 

  

 



  

 小児科  

 

一般目標（GIO）： 

小児期疾患に必要とされるプライマリーケア能力を高めるために、主な疾患の病態の把握とそれに対する診察

手技の獲得と診断能力の向上を目指す。 

（注釈）小児科の選択研修は必修科目としての研修方法と具体的には大きな違いはない。ただし、多くの研修が

ほぼ入院患者を中心とした分野であるが、この選択研修では、普段のクリクラでは体験が難しい外来診療につい

て実際の手技を行いながら、外来専門知識を深めることができる。また興味をもった専門分野での外来に従事し、

疾患に関して見識を深める事ができる。 

 必修科目と同様に、病棟診療が中心となる。よって希望した分野（一般救急班、血液・腫瘍班、NICU）での

研修を希望することができる。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）小児科医としての大学病院内での役割を知る。 

２）外来診療の心構えについてレクチャーを受ける。 

３）季節性流行感染症についての診断と治療について説明できる。 

４）咽頭所見の重要性を理解する。 

５）感染症迅速検査の手技を体得し・検査法について説明できる。 

６）予防接種の種類と実際の副反応について説明できる。 

７）各種予防接種方法を体得する。 

８）採血検査手技時の抑制方法や、注意点を理解する。 

９）先天性心疾患児に対する心臓超音波検査手技を体得する。 

１０）成人と異なる小児の心電図読影の基礎を体得する。 

１１）小児の中心静脈カテーテル挿入・留置を体得する。 

１２）小児の気管内挿管手技について必要な手技・知識を体得する。 

１３）小児の喉頭鏡・気管支鏡の機材・手技を体得する。 

１４）緊急を要するアレルギー性疾患についての緊急対応ができる。 

１５）緊急を要する血液疾患についての緊急対応ができる。 

１６）気管内異物に対する診断と治療について理解する。 

１７）痙攣性疾患に対する初期治療と治療適応について理解する。 

１８）急性腎不全・透析療法について理解する。 

１９）低身長児の評価と治療について理解する。 

２０）周産期医療に携わる医療者の人間性の大切さについて理解する。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては省略する。 

  

研修方略（LS）： 

小児科医チームでの研修を行う。担当患者は配属された各々のチームの患者を担当する。 

チームでの指導医のみならず、各専門分野に指導医が存在し、診断・治療に対する質問や技術指導を行う。 

週に一度の教授回診、全体カンファレンス、毎日夕方の病棟回診があり、研修医は自分の患者についてのプレ

ゼンテーションを行う。月数回の当直は一般小児科臨床の良い機会である。 

また、希望状況に応じて外来での小児に対する採血・点滴等の処置を学ぶことができる。 

＊各チームで回診日は異なります。 



  

月 火 水 木 
７：３０ 血液患者回診 

       一般患者回診 
 
１４：００ 教授回診 
１６：００ 病棟回診 
１７：００ 勉強会（医局） 

７：３０  血液患者回診 
      一般患者回診 
 
 
１６：００ ＢＭＴＣＲ 
１７：００ 病棟回診 

７：３０  血液患者回診 
      一般患者回診 
 
 
１６：００ 画像ＣＲ 
１７：００ スタッフ回診 

７：３０ 血液患者回診 
      一般患者回診 
 
 
１４：００ 血液ＣＲ 
１６：００ 病棟回診 

金 土 日  

７：３０ 血液患者回診 
      一般患者回診 
 
 
１７：００ スタッフ回診 

７：３０ 血液患者回診 
      一般患者回診 
 
１４：００ 病棟回診 
 

 

＊開始時間は勤務期間中確認すること 

 

評価方法（EV）： 

評価の主体は EPOC 評価である。小児患者数や疾患の隔たりは季節に応じても変化し得るため、行動目標は

すべてクリアできていなくともチーム医としての評価が重要である。 

また指導医に症例患者を指定される。その疾患の理解を深めること、文献検索・プレゼンテーション能力向上

のために研修最終週に小児科医局会内で症例発表を行う。 

この内容に関しても同様に評価の対象となる。 



  

 産婦人科  

 

一般目標（GIO）： 

産婦人科マインドを持って他科の後期研修医となるために、または、一歩進んだ産婦人科の後期研修医となる

ために、産婦人科の三分野（周産期・腫瘍・生殖）から選択した領域での特化した臨床経験を積むことにより、

より進んだ知識と技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

三分野のSBOsを列挙してありますが、選択した分野を中心に5つ以上のSBOsを選んでローテート時に申告

して下さい。 

 

生殖班（Reproduction） 

R# 1) 不妊症の診断法について性周期の時期別に列挙する。 

R# 2) 不妊症の原因因子をその治療法と合わせて列挙する。 

R# 3) 不妊症治療のステップアップを解説できる。 

R# 4) 人工授精の手順を説明する。 

R# 5) 体外受精・胚移植の手順を説明する。 

R# 6) 配偶子（卵子・精子）を顕微鏡下に観察する。 

R# 7) 受精卵（胚）を顕微鏡下に観察する。 

R# 8) 内分泌異常の鑑別診断について、図を書きながら順次説明する。 

R# 9) 腹腔鏡手術の特徴をドライボックスを用いて理解する。 

R# 10) 腹腔鏡手術の助手をつとめる。 

 

腫瘍班（Oncology） 

O# 1）婦人科周術期管理を述べる。 

O# 2）婦人科周術期管理を率先的に実施する。 

O# 3）良性・悪性疾患の手術（開腹・腹腔鏡）助手以上ができる。 

O# 4）卵巣がん、子宮体がん、子宮頚がんの臨床進行期分類について説明する。 

O# 5）各種婦人科悪性腫瘍ガイドラインに基づいて治療計画を立案する。 

O# 6）各種婦人科悪性腫瘍に用いられる抗癌剤を列挙する。 

O# 7）抗癌剤の副作用発症時の対処法について、説明する。 

O# 8）朝、夕の回診に積極的に参加する。 

O# 9）看護師、薬剤師、CRC等のメディカルスタッフと良好なコミュニケーションがとれる。 

 

周産期班（Perinatology） 

P# 1）代表的な合併症妊婦の管理について述べることができる。 

P# 2）帝王切開の周術期管理を実施できる。 

P# 3）帝王切開の手術助手以上ができる。 

P# 4）切迫早産の治療計画を立案できる。 

P# 5）新生児蘇生法について説明できる。 

P# 6）正常な妊婦の健診を担当できる。 

P# 7）上級医の指導下に子宮収縮抑制剤の至適濃度管理ができる。 



  

 

研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者数は、産科１０名、婦人科10名以上を目標。 

週の予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価方法（EV）： 

ベースとして全科共通のEPOCでの評価はします。それぞれのSBOの達成度については毎週月曜カンファレ

ンス中及びその後に形成的評価を行ない、ローテート終了時に評価票として渡します。 



  

 皮膚科  

 

一般目標（GIO）： 

 皮膚科診療の基礎として、診察法（問診、視診、触診）、補助的診断法（硝子圧法、皮膚描記症など）を修得

し、皮膚疾患の臨床的診断法を身につける。 

 また、皮膚変化と全身性疾患、全身状態との関連を理解、修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

 １）皮膚科医としての大学病院内での役割を知る。 

２）外来診療の心構えについてレクチャーを受ける。 

３）季節性流行感染症についての診断と治療について説明できる。 

４）皮膚所見の重要性を理解する。 

５）真菌感染症迅速検査（直接検鏡など）の手技を体得し・検査法について説明できる。 

６）種々の外用療法を体得する。 

７）皮膚生検・小手術手技を体得する。 

８）皮膚病理組織診断を体得する。 

９）アレルギー検査（貼布試験、掻破試験、単刺試験）の手技・判定を体得する。 

１０）緊急を要するアレルギー性疾患についての緊急対応ができる。 

１１）光線試験の手技・判定を体得する。 

１２）光線治療の手技を体得する。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては省略する。 

 

研修方略（LS）： 

 皮膚疾患ごとの日常生活指導、スキンケアの重要性を理解し、その指導ができるようにする。 

 日頃の臨床研修にはげむ。 

 

以下、セミナーの参加 

  皮膚科セミナー        ５回程度／年 

  湘南皮膚科セミナー      10月 

  紹介症例報告会        ３月 

  日本皮膚科学会東京地方会   ７回／年 

  厚木皮膚科医会        ２回／年 

  平塚皮膚科医会        ２回／年 

  神奈川県皮膚科医会      ３回／年 

  皮膚科学術講演会       不定期10回／年 

 

 

 

 

 

 

 



  

１ヶ月目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
８：００ 初診外来 

     （病棟業務） 
 
１３：３０ 手術 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ パッチテスト外来 
１８：００ 教授回診 

カンファレンス 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ 手術 

８：００ 再診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ 褥瘡回診 

金 土 日  
８：００ 初診外来 

     （病棟業務） 
 
１３：３０ アトピー外来 
 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 

８：００ 病棟業務 
 

＜２ヶ月目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
８：００ 初診外来 

     （病棟業務） 
 
１３：３０ 手術 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ 水痘症外来 
１８：００ 教授回診 
      カンファレンス 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ 真菌外来 

８：００ 再診外来 
     （病棟業務） 
 
１３：３０ 褥瘡回診 

金 土 日  
８：００ 初診外来 

     （病棟業務） 
 
１３：３０ アトピー外来 
 

８：００ 初診外来 
     （病棟業務） 
 

８：００ 病棟業務 
 

 

評価方法（EV）： 

 LSなどを基に総合的に判断される。 



  

 眼 科  

 

一般目標（GIO）： 

 あらゆる年齢層の患者の眼科疾患に対し、プライマリーケアーのできる臨床医となるために、眼科領域の総合

的知識を修得し、一般外来診療・手術を通じて、問題解決能力と臨床的技能・態度を身につける。 

 

行動目標（SBOs）： 

 １）種々の眼科疾患の概念を充分に理解する。  

２）種々の診察機器・検査機器の使用方法を理解する。  

３）一般的な眼科小手術（麦粒腫・霰粒腫切開等）を執刀する。  

４）一般的な眼科手術（白内障・緑内障・網膜硝子体疾患・角結膜疾患等）を執刀する。  

５）眼科レーザー手術（網膜光凝固術・YAGレーザー・SLT・LI等）を執刀する。  

６）種々の局所麻酔法を実施する。 

７）種々の画像検査（FA・IA・OCT・ERG・VEP・echo等）の適応を理解し、適切な検査を疾患ごとに実 

施する。 

８）種々の眼科手術患者に対し、インフォームドコンセントを適切に実施する。  

９）献眼に伴う眼球摘出を実施する。 

１０）カンファレンスにて正しく症例提示をする。 

１１）視力・眼圧検査をする。 

１２）細隙等顕微鏡を操作し、眼所見をとる。 

１３）直像鏡・倒像鏡で眼底検査を行う。 

１４）手術室での準備、洗眼などの介助をする。 

１５）救命眼科患者の診断と処置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）：研修は週間スケジュールの如く行う。 

 ・病棟受け持ち患者数は１０名前後を目標。 

 ・適宜、各傷病・手術・検査について約１時間、１０項目程度のクルズスを行う。 

 ・豚眼実習（適宜）を不定期で行う。 

 ・抄読会 毎週水曜日７：３０～ 

 ・手術カンファレンス 毎週金曜日１７：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価方法（EV）： 

 ・サマリー記録、手術記録、日々のカルテ記録の記載につき、上級医の検閲を受け、承認を得る。 

 ・上級医とともに患者診療を行い、技能につき承認を得る。 



  

 耳鼻咽喉科・頭頚部外科  

 

一般目標（GIO）： 

耳鼻咽喉科領域の医療を理解したプライマリーケアーの行なえる臨床医となるために、総合診療に必要とされ

る耳科、鼻科、喉頭、頭頸部、平衡神経学の基本的知識を取得し、それぞれの疾患の診断、治療を適切に行える

ようになる診断能力、診察手技、手術手技を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）診療を行う適切な態度、習慣を身につける。 

２）診察に必要な耳鼻咽喉科的な基本的な手技を身につけ、正しく所見を取る。(特に耳内・鼻内所見の把握 

は必須) 

３）診断に必要な検査を実施することができる。また、その検査の理論を理解し、検査に伴う危険性などを正 

しく説明できる。 

４）検査結果を正しく理解し診断を行い、その治療計画を立てることができる。それに対する治療効果、合併 

症などをインフォームドコンセントの意義を理解し、患者や家族に説明できる。 

５）治療計画に対して正しく実践する知識、技術を有する。 

６）診療録を適切に記載し、他の医師に的確に報告できる。 

７）耳鼻咽喉科・頭頚部外科領域疾患患者の術前・術後の身体所見を的確にとらえ、これをカルテに記載し、 

かつ担当医に正確な情報を報告することができる。 

８）末梢静脈路を確保して、適切な輸液管理ができる。 

９）気道確保が必要な症例を判断し、気管内挿管または気管切開ができる。加えて、人工呼吸器による気道 

管理ができる。 

１０）手術症例においては、執刀医について手術の助手が的確にできる。 

１１）術後の患者については、担当医の指示を受けて専門分野の術後管理を行うことができる。 

１２）以下の疾患について、診断と初期治療ができる。 

急性中耳炎、めまい症、急性難聴（突発性難聴）、顔面神経麻痺、鼻出血、耳内・鼻内・咽頭異物、急性 

扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎。 

１３）以下の検査について、所見をとり結果の解釈ができる。 

聴力検査、前庭機能検査、鼻咽腔・喉頭内視鏡、各種画像検査（頸部超音波、聴器・副鼻腔・咽喉頭CT 

およびMRI など）。 

１４）リスクマネージメントの意義を理解し医療事故を回避できる。 

 

研修方略（LS）： 

・主治医のもと担当医として入院患者を受け持ち、良性疾患、悪性疾患を問わず入院中のマネージメントを行 

う。 

・勉強会に参加し、耳鼻咽喉科の一般的知識を得る。 

・抄読会に参加し、英語論文１編を抄読する。 

・学術活動として、研修中に開催される耳鼻咽喉科・頭頚部外科の専門学会に参加し、先端知識を経験する。 

 

 

 

 



  

＜１～４週目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
７：４５ 申し送り会 
８：００ 病棟業務 
９：００ 外来助手 

 
１７：００  
頭頚部カンファレンス 

９：００ 頭頚部手術 
 
 
１６：３０  
耳鼻咽喉科カンファレンス 

 ９：００ 初診外来 
 
１３：３０ 特殊検査 
 
１８：３０ 抄読会＆医局会 

８：００ 病棟業務 
 
 
 
 
 

金 土 日  

８：００ 診療科長回診 
９：００ 頭頚部手術 

 
 
 

 
８：００ 病棟業務 

  
 
 
 

 

 

＜５～８週目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
７：４５ 申し送り会 
８：００ 病棟業務 
９：００ 扁桃手術 

 
１７：００  
頭頚部カンファレンス 

８：００ 病棟業務 
 
 
 
１６：３０  
耳鼻咽喉科カンファレンス 

９：００ 鼻副鼻腔手術 
 
 
 
１８：３０ 抄読会＆医局会 

９：００ 耳手術 
 
 
 
 

金 土 日  

８：００ 診療科長回診 
９：００ 専門外来 

 
 
 

 
８：００ 病棟業務 

 
 
 
 

 

 

評価方法（EV）： 

共通のSBOsについてはEPOCにより評価する。 

また、指導医が、行動目標の修練度、到着度を総合的に評価する。 



  

 形成外科  

 

一般目標（GIO）： 

 患者中心のチーム医療を実践するために必要な、基本的な診察と手技をマスターした前期研修医となるために、

特にプライマリケアに対処しうる第一線の臨床医に必要不可欠な初期診療に関する基本的な知識、技能及び医師

に必要な基本的態度、判断力を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

・すべての臨床医に求められる初期診療の基本的臨床能力を身につける。 

１）バイタルサインを正しく把握し、生命維持に必要な初期の処置を的確に行うことができる。 

２）初期診療に必要な情報収集ができ、迅速に検査、治療計画を立て指示し、かつ実施する。 

・頻度の高い疾患や外傷の診断と治療ができる。 

・救急の初期治療ができる 。 

・適切なタイミングで、他科及び上級医にコンサルテーションできる。 

・チーム医療をよく理解し、他の医師及び医療メンバーと協調できる。 

・医療情報、診療内容を正しく記録し、正確に他者に伝達できる。 

・疾患の予防、健康管理、リハビリテーションについて理解し、基本的医療計画が立案できる。 

・以下に述べるような代表的形成外科的疾患の診断ができる。 

１）頬骨体部骨折、頬骨弓骨折、鼻骨骨折、眼窩吹き抜け骨折、下顎体部骨折、下顎関節突起骨折 

２）表皮嚢腫、脂肪腫、脂漏性角化症、基底細胞癌、有棘細胞癌、ボーエン病、乳房外パジェット病、悪性 

黒色腫 

・針付糸を使って皮膚縫合ができる。 

顔面を主にした体表面の外傷(挫創、擦過傷など)の処置の仕方(麻酔、消毒、洗浄、縫合など) を修得する。  

・顔面の皮膚良性腫瘍、母斑の治療として単純切除かそれ以外の方法かの判断が理解できる。  

・基本的な手術器具の名称、使用方法が理解できる。 

・各種レーザー治療に於いてレーザーの種類と適応疾患とが理解できる。 

・遊離植皮、有茎皮弁、遊離皮弁の手技の違いと長短所が理解できる。 

・患者の診察を通して、必要な検査をオーダーできる。 

・顔面のレントゲン写真、CTの読影の仕方、特に骨折の診断法が理解できる。 

・病変、外傷部、術前、術中、術後とその経過の写真撮影方法が実施できる。 

・熱傷の診断、治療方針（全身管理と局所管理）が理解できる。  

・術後のスキンケアーを実践できる。  

 

研修方略（LS）： 

 OJT(On the job training)  

指導医のもと、入院患者数として週に4～6人の患者を受け持つ。 

 

勉強会 

・毎週水曜木曜 術前術後カンファレンスにて手術方法の理解に努める。 

 
 

 



  

＜研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
７：４５  ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 

  ～  
１７：００  

７：４５  ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 
 ～  

１７：００  

７：３０ 術前患者ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 

  ～  
１７：００  
 

７：４５  ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 

  ～  
１５：３０ 術後患者ＣＲ 
  ～  
１７：００ 教授回診 

金 土 日  
７：４５  ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 

  ～  
１７：００  

７：４５  ＣＲ 
８：３０ 病棟業務または手術 

  ～  
１４：００  

 

 

評価方法（EV）： 

 学内の評価基準に準じる 



  

  整形外科  

 

一般目標（GIO）： 

骨・関節のみではなく、脊椎、脊髄、末梢神経、筋、靭帯を含めた極めて広い対象を扱かう現代的整形外科を

理解したプライマリーケアーを行なえる臨床医となるために、患者・家族、および周囲のスタッフのことを配慮

し、適切に診断し、最善の治療をするための整形外科的な手技や手術手技を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）救急外傷患者の初期治療を列挙できる。 

２）外傷患者情報を的確に上級医に報告できる。 

３）術後感染症について起炎菌、治療法について述べられる。 

４）慢性関節リウマチの診断基準を述べ、治療法を列挙できる。 

５）脊椎・脊髄疾患の神経学的所見から脊髄障害レベルが説明できる。 

６）上肢末梢神経障害の診断と治療法が述べられる。 

７）疼痛薬物療法の処方方法や副作用を列挙できる。 

８）少なくとも3つの高齢者骨折の診断と治療法を述べられる。 

９）骨軟部悪性腫瘍について少なくとも3つ列挙できる。 

１０）骨粗鬆症の検査と治療法を列挙できる。 

１１）創処置についての清潔操作を理解し実行できる。 

１２）2回以上のケースプレゼンテーションをカンファレンスで実演する。 

１３）1回以上の小手術での手術執刀医を経験する。 

 

研修方略（LS）： 

 病棟受け持ち患者は10名から 20名を目標とする。 

週間予定表 

 
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

月   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手     カンファレンスと教授回診 

火   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手     回診       

水   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手     回診       

木   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手     回診       

金   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手     回診       

土   病棟業務（指示、包交、点滴）又は手術助手             

 

評価方法（EV）： 

 研修態度を含んだ、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 

 また整形外科退院サマリーを10症例以上記載し、上級医に検閲後合格していることが必要である。 

 

 カンファレンス発表原稿を上級医に直してもらい、要点と質問回答方法についてレクチャーしてもらい、最終

カンファレンス発表時の対応を評価とする。 

 

 

 



  

付記 

 EPOCの中で、特に整形外科で経験しておく病態・疾患 

 ①頸椎症性脊髄症 

 ②腰部椎間板ヘルニア 

 ③腰椎脊柱管狭窄症 

 ④手根管症候群 

 ⑤肩腱板断裂 

 ⑥変形性股関節・膝関節症 



  

 画像診断科  

 

一般目標（GIO）： 

 プライマリーケアーに必要な画像診断能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、単純X線検

査､CT､MRI を中心に日常臨床で必要な検査装置､検査の適応や画像所見の知識を習得し､検査手技の実際につい

ても理解する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）単純X線撮像装置の概要を理解する。 

２）他の検査時や症例検討・カンファレンスなどで提示される単純X線写真を見て、単純Ｘ線検査の意義 

と読影の基礎を理解する。 

３）放射線科に設置されているＰＡＣＳデータファイルを用いてX 線診断の重要な所見を理解する。 

４）CT装置の概要を理解する。 

５）造影CT検査の必要性､禁忌と副作用､それに対する対処法を理解する。 

６）読影の基礎である断層解剖を理解する。 

７）CT画像の主なアーチファクトを理解する。 

８）指導医のもとでCT検査報告書を作成する。  

９）MRI 装置の概要を理解する。 

１０）造影MRI検査の必要性､禁忌と副作用､それに対する対処法を理解する。 

１１）MRI画像の主なアーチファクトを理解する。 

１２）指導医のもとでMRI検査報告書を作成する。  

１３）医療での放射線被曝とその軽減法について理解する。 

１４）簡潔で十分な症例提示の方法を理解する。指導医のもとで準備した症例発表をカンファレンスで行う。 

１５）医療画像の管理、運用方法を実際に見て、その必要性を理解する。 

１６）消化管造影検査の基本的な手技を習得する。 

１７）基本となる消化管の放射線解剖を理解し、主な疾患、とくに消化管癌の画像所見を研修する。 

１８）指導医のもとで全身各臓器の血管造影を見学し、検査の基本的な手技と血管解剖を理解する。 

１９）IVRを含めた血管造影検査の必要性と適応を研修する。 

２０）核医学検査の特徴と意義、適応を理解する。 

２１）放射線医薬品の安全な取り扱い方法を知り、体内での動態、標的臓器、病巣への集積の機序を理解する。 

２２）核医学検査症例の読影を指導医のもとで行い､レポートを作成する。 

  

 セミナー 

 東海放射線フォーラム       １回／年 

 小田急Ｘ線カンファレンス     ８～10回／年 

 研修医向けミニレクチャー     １～２回／月 

 

 

 

 

 

 



  

研修方略（LS）： 

 CT､MRI､消化管造影､血管造影､核医学検査の５つの部署のうち、CT、MRIを基本とし、興味に応じて他の部

署もあわせて１ヶ月ごとにローテーションして研修する。研修期間によりローテーションできる部署は限られる

が、症例検討・カンファレンスなどで他部署の検査も研修できる。 

 
＜１～４週目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
８：００ CT 

検査実施と読影 
 
 
１７：００ 業務終了 

７：３０ 画像CR 
８：００  CT 

検査実施と読影 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  CT 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  CT 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

金 土 日  

８：００  CT 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  CT 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

 

 

＜５～８週目 研修スケジュール＞  

月 火 水 木 
８：００  MRI 

検査実施と読影 
 
 
１７：００ 業務終了 

７：３０  画像CR 
８：００  MRI 

検査実施と読影 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  MRI 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  MRI 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

金 土 日  

８：００  MRI 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

８：００  MRI 
検査実施と読影 

 
 
１７：００ 業務終了 

 

 

＞＞付記＜＜ 
＊ 消化管造影、血管造影検査ならびに核医学検査の研修に関しては、希望者がいる場合に配置する。 
＊ 他科とのカンファレンスには、希望があれば適宜参加する。曜日は、カンファレンスにより異なる。 

＊ 画像診断科ローテーション期間中は全員ガラスバッジによる放射線被ばくのモニターを行う。 

＊ ローテーションの初日に注意事項を記載した用紙を配布するので読んでおくこと。 

 
評価方法（EV）： 

 あらかじめ割当てられた担当評価者によるEPOC評価が行われる。 



  

 放射線治療科  

 

一般目標（GIO）： 

  医師として適切な医療を実践するために、悪性疾患に対する放射線治療を主体とした診療を通して、癌診療

に必要な基本的知識、態度、技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

 １）各悪性疾患に対する治療法（外科療法・放射線療法・化学療法）について理解し、患者の状態や臨床病期 

分類に応じた治療法を選択する。 

 ２）患者を全人的に理解し、癌患者の心情に配慮したインフォームドコンセントを実施する。 

３）基本的診察法に加え、各悪性疾患の診療に必要な頭頚部領域・婦人科領域などの診察技能を身につける。 

 ４）放射線治療に際して必要な検査を行い、適切な放射線治療の方針を立てる。 

 ５）外照射・腔内照射・組織内照射・定位照射・強度変調放射線治療（IMRT）・術中照射について、それぞ 

れの適応と限界を理解し、チームの一員として最適な放射線治療を実施する。 

 ６）代表的疾患に対して、適切な標的や照射範囲の設定・照射法の決定・線量処方指示をする。 

 ７）放射線治療の急性反応・晩期反応を理解し、適切な対応策を執る。 

 ８）癌診療に重要な支持療法・緩和医療を実践する。 

 ９）緊急性を要する照射の適応を判断し、適切な処置を施す。 

１０）腔内照射の各アプリケーター挿入手技や組織内照射のガイド刺入を手伝う。 

 

研修方略（LS）： 

 １）外来診療において各種の臓器癌症例を指導医とともに担当する。 

 ２）チームの一員としてカンファレンスや勉強会に参加する。 

 ３）学術活動にも積極的に参加する。 

 ４）希望により重粒子線施設（神奈川がんセンター）等の見学、研修を入れる。 



  

セミナー 

 放射線治療談話会        ２回／年 

 横浜放射線治療懇話会      ４回／年 

 

評価方法（EV）： 

 臨床研修の到達目標としての行動目標や経験目標項目に関して、全科共通の EPOC を用いて評価する。毎週

指導医による到達度チェックを行う。 

 



  

 リハビリテーション科  

 

◎伊勢原研修プログラム 

一般目標（GIO）： 

医学的リハビリテーションと在宅医療・社会復帰の計画立案ができる臨床医となるために、急性期から回復

期・維持期にわたる多様な障害に対するリハビリテーション医療を実践して、その知識・技能・態度を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

以下の項目について、適応を決定し、実施できる。または必要性を判断し適応を決定できる。（手技を行う場

合は必ず指導医のもとで行うこと。） 

（１）リハビリテーション科診察法 

①関節可動域テスト 

②徒手筋力テスト 

③片麻痺機能テスト 

④日常生活動作評価（バーセル・インデックス、機能的自立度評価法など） 

⑤歩行の評価 

（２）リハビリテーション基本技術 

①電気診断学（筋電図検査を含む） 

②嚥下障害の病態の評価（嚥下造影検査を含む） 

③ポジショニングと体位変換 

④関節可動域訓練 

⑤筋力維持・強化訓練 

⑥基本動作訓練 

⑦歩行訓練 

⑧義肢・装具の処方基準・適合判定・装着訓練 

⑨杖・歩行器の選択基準 

⑩物理療法（温熱、低周波、水治療、など） 

⑪日常生活動作訓練 

⑫自助具の選択基準 

（３）家庭復帰、社会復帰に向けての指導 

①在宅生活指導（「寝たきり化」を防ぐ「生活の活発化」） 

②家族に対する介助法指導 

③社会復帰、職業復帰の時期の判断 

④家事動作の訓練 

⑤家屋調整・改善指導 

⑥福祉制度、社会資源の利用法と指導 

（４）チーム医療 

①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなどの業務内容を知り、リハビリテーションの 

方針につき共に検討する 

②理学療法、作業療法、言語療法などの処方の出し方を学ぶ 

③リハビリテーション専門医療施設（療育施設を含む）に、患者を紹介する場合の診断基準を学ぶ 

 



  

研修方略（LS）： 

伊勢原では外来診療を中心に，リハビリ依頼に応じ，対診し，リハビリ診察・治療を進める。 

 

下記スケジュールに沿って指導医のもとで研修を行う 

伊勢原研修スケジュール（週の予定表） 
月 火 水 木 金 土 

8:00 集合 
8:30 筋電図or義肢

外来 
8:30 筋電図 8:30 ボツリヌス外来 8:30 病棟往診 8:30 病棟往診 

8:30 筋電図 13：00病棟往診 14:00ボツリヌス外来 
13:30装具外来 

    車椅子外来 
14:00嚥下造影検査 9:30 磁気刺激外来 

13:00病棟回診 13:30嚥下造影検査 
14:00座位保持外来or

筋電図 
      

16:00カンファレンス   
18:30大磯合同カンフ

ァレンス（月１回） 
    

15:00医局セミナー

（月１回） 

 

・日本リハビリテーション医学会専門医試験資格取得も視野に入れた症例経験。 

以下に挙げた分野ごとに複数例のリハビリ治療を経験し、研鑽を重ねる。 

１）脳損傷（脳卒中・外傷性脳損傷） 

２）脊髄損傷 

３）小児疾患（脳性麻痺を含む） 

４）神経筋疾患 

５）骨関節疾患（関節リウマチを含む） 

６）切断（義足、義手） 

７）循環器疾患 

８）呼吸器疾患 

 

勉強会 

・セミナー 

付属病院において月１回土曜開催、2ないし 3題のリハビリ医学に関する所属医師の講演（基礎的な教育 

講演から、最新のリハ医学のトピックスまで）を聴講する。 

・大磯、伊勢原合同カンファレンス 

大磯病院において月1回水曜18:30より開催、専門医試験を目指す医師の症例レポートを介した症例検討 

およびレポートチェック。筋電図症例検討、リハビリ症例検討および勉強会を実施 

・ジャーナルクラブ 

週 1回（月曜日） 

 

評価方法（EV）： 

全科共通のEPOCで評価を行う 



  

◎大磯研修プログラム  
大磯病院リハビリテーション科では約40床規模の病床を有す。平成27年 4月から回復期リハビリテーション

病棟を開設した。主に脳卒中、脊髄損傷、骨折を含む骨・関節リウマチ疾患、神経変性疾患など入院患者の疾病、

障害は多岐にわたる。これらの症例を通じで、リハビリテーション医療の概略を理解し、患者の QOL 向上に根

差した医療の方略を取得する。 

 

一般目標（GIO）： 

リハビリテーション医療の基本的な考え方、基本的な技能、およびリハビリテーション医療に必須なプライマ 

リーケアの技能を修得する。 

「医学的リハビリテーションと在宅医療・社会復帰の計画立案ができる」 

主に回復期・維持期にわたる多様な障害に対するリハビリテーション医療について研修する。 

 

行動目標（SBOs）： 

以下の項目について、適応を決定し、実施できる。または必要性を判断し適応を決定できる。（手技を行う場

合は必ず指導医のもとで行うこと。） 

（１）リハビリテーション科診察法 

①関節可動域テスト 

②徒手筋力テスト 

③片麻痺機能テスト 

④日常生活動作評価（バーセル・インデックス、機能的自立度評価法など） 

⑤歩行の評価 

（２）リハビリテーション基本技術 

①電気診断学（筋電図検査を含む） 

②嚥下障害の病態の評価（ビデオ嚥下造影検査を含む） 

③ポジショニングと体位変換 

④関節可動域訓練 

⑤筋力維持・強化訓練 

⑥基本動作訓練 

⑦歩行訓練 

⑧義肢・装具の処方基準・適合判定・装着訓練 

⑨杖・歩行器の選択基準 

⑩物理療法（温熱、低周波、水治療、など） 

⑪日常生活動作訓練 

⑫自助具の選択基準 

（３）家庭復帰、社会復帰に向けての指導 

①在宅生活指導（「寝たきり化」を防ぐ「生活の活発化」） 

②家族に対する介助法指導 

③社会復帰、職業復帰の時期の判断 

④家事動作の訓練 

⑤家屋調整・改善指導（患者の自宅への訪問指導もあり） 

⑥福祉制度、社会資源の利用法と指導 

 



  

（４）チーム医療 

①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなどの業務内容を知り、リハビリテーションの 

方針につき共に検討する（カンファレンスなどで） 

②理学療法、作業療法、言語療法などの処方の出し方を学ぶ 

③リハビリテーション専門医療施設（療育施設を含む）に、患者を紹介する場合の診断基準を学ぶ 

 

研修方略（LS）： 

大磯では病棟を有し、病棟において、障害を有しリハビリ目的に入院する患者（15人前後）を受け持ち、リハ

ビリ診療・治療を進めるとともに、基本的なプライマリーケアを行う。 

 

下記スケジュールに沿って指導医のもとで研修を行う 

大磯研修スケジュール（週の予定表） 
月 火 水 木 金 土 

8:30 診療部会 8:30 ☆ 8:30 ☆ 8:30 ☆ 8:30 ☆ 8:30 ☆ 

13:00筋電図   13:00筋電図   13:00筋電図   

15:00 Dr.カンファレンス   15:00装具外来     
15:00医局セミナー

（月１回）（伊勢原） 

16:15リハカンファレンス   
18:00伊勢原合同カンフ

ァレンス（月１回） 
      

 

☆：病棟業務、各種検査、訓練室での訓練チェックなど 

注：配属されたチームによって若干内容、スケジュールは異なる。 

 

・日本リハビリテーション医学会専門医試験資格取得も視野に入れた症例経験。 

以下に挙げた分野ごとに複数例のリハビリ治療を経験し、研鑽を重ねる。 

１）脳損傷（脳卒中・外傷性脳損傷） 

２）脊髄損傷 

３）小児疾患（脳性麻痺を含む） 

４）神経筋疾患 

５）骨関節疾患（関節リウマチを含む） 

６）切断（義足、義手） 

７）循環器疾患 

８）呼吸器疾患 

 

勉強会 

・セミナー 

付属病院において月１回土曜開催、2ないし 3題のリハビリ医学に関する所属医師の講演（基礎的な教育 

講演から、最新のリハ医学のトピックスまで）を聴講する。 

・大磯、伊勢原合同カンファレンス 

大磯病院において月1回水曜18:30より開催、専門医試験を目指す医師の症例レポートを介した症例検討お 

よびレポートチェック。筋電図症例検討、リハビリ症例検討および勉強会を実施 

 



  

・ジャーナルクラブ 

週 1回（月曜日） 

 

評価方法（EV）： 

全科共通のEPOCで評価を行う 



  

 病理診断科  

 

一般目標（GIO）： 

チーム医療における病理医の役割を理解した臨床医となるために、諸臓器の臓器相互のダイナミックな関係を

見出し、「頭から足先まで」人体病理全般の診断を行う総合的な病理診断能力を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）生検と手術材料について摘出材料の肉眼的診断と切り出しを行う。 

２）生検と手術材料について顕微鏡的所見をまとめ、必要な特殊染色や免疫組織化学を決定する。 

３）生検と手術材料について最終病理診断と所見をまとめる。 

４）剖検例について全身諸臓器の摘出を行う。 

５）剖検例について各臓器の肉眼的診断、および病変を持つ臓器間の関連をまとめる。 

６）剖検例について顕微鏡的所見、診断を行う。 

７）剖検例について臨床経過の解析を含め患者の病状、診断をまとめる。 

８）剖検例についてカンファランスで症例呈示を行う。 

 

研修方略（LS）： 

毎日、迅速診断、外科切り出しに参加する。 

毎日、外科手術材料を主に1-2件を自分で鏡検後、スタッフと一緒に鏡検し、病理組織診断レポートを作成す 

る。 

毎日、業務終了後研修医日報に業務内容を記入する。 

 

病理解剖に随時参加する。そのうち１例について肉眼診断（PAD）の作成から組織標本切り出しと組織診断ま

で一連の作業を行い、最終的に病理解剖診断書（FAD）を作成する。 

病理解剖について、検討会においてPADとFADを発表し議論する。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
９：３０  
Autopsy  Conference 
 
１８：００ 
Difficult Case Conference 

   

金 土 日  
   

 

評価方法（EV）： 

毎日の業務内容と態度のほか、検討会における発表を以って評価する。 

医療者として必要な基本姿勢・態度については、EPOCで評価する。 

各科とのJoint Conferenceは随時 

各科とのJoint Conferenceは随時 



  

 臨床検査科  
一般目標（GIO）： 

 臨床検査成績を総合的に評価し、適切な検査手順により患者の病態診断ができるよう、臨床検査医学に関する

幅広い知識をもつとともに一般臨床医が自ら実施すべきベッドサイド検査や緊急検査に関する基本的知識、技術、

態度を修得する。 

 

行動目標（SBOs）（検査の専門的知識）： 

 １）検査法について基礎的知識を持つ。 

   生体検査：腹部超音波検査、表在臓器超音波検査、心臓超音波検査、心電図、脳波検査など 

   検体検査：血液総合診断、細菌検査、遺伝子検査など 

 ２）検査に必要な解剖生理に関する基礎的知識を持つ。 

 ３）検査に必要な臓器病変の病態に関する知識を持つ。 

 ４）患者の臨床経過、他の検査所見をあわせて総合的に病態を考察できる。治療の概略を述べることができ 

る。 

 ５）症例を簡潔に呈示する。 

 ６）検査結果をもとに、適切なコンサルト業務（院内感染中心）の補助ができる。 

 

検査の手技 

 １）検査機器の基礎的知識を持つ。（腹部超音波検査、心臓超音波検査、心電図、脳波検査、検体検査など） 

 ２）検査装置を適切に操作できる。 

 ３）正常所見を記録し、所見を判定（判読）、説明できる。 

 ４）各種異常所見を記録し、所見を判定（判読）、説明できる。 

 ５）検査の結果報告書を作成できる。 

 

研修方略（LS）： 

検査専門医のもと、検体検査、生理検査を実施、判読する。感染対策に積極的に参加する。 

 

勉強会 

  医療安全感染対策セミナー        １回／月 

  超音波検査読影会            １回／月 

  血液症例検討会             毎月第４週 

  院内感染症防止対策セミナー       １回／月 

  生理検査室勉強会            毎週金曜日 16：30～ 

  細菌検査室勉強会            毎月第４木曜日 

  抗菌薬適正使用ﾐｰﾃｨﾝｸ  ゙        毎週水曜日17：00～ 

  結核濃厚接触者検討会          ２ヶ月に１回第１月曜日 15：30～ 

 

学術活動 

臨床検査医学会総会発表（年１回） 

臨床検査に関する地方会（年１～２回） 

超音波検査学会発表（年１回） 
 



  

＜研修スケジュール＞ 

 月 火 水 木 金 土 

午前 
9：00～ 
12：00 

・8:30～心エコー見

学 

・心電図/脳波/超音

波検査判読 

（前週分検査精度管

理） 

・8：30～心電図/脳

波/超音波検査判読 

・9：30～採血 

・11：00～ICTラウン

ド5号館5F看護部前

集合（第3・4） 

・8：30～心電図/脳

波/超音波検査判読 

・9：00～血液総合診

断 

・8：30～心電図/脳

波/超音波検査判読 

・9：30～採血 

・8：30～心電図/脳

波/超音波検査判読 

・心電図/脳波/超音

波検査判読 

昼休み ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー 
 

午後 
13：00～ 
17：00 

・心電図/脳波/超音

波検査/脳波検査判

読 

・血液内科外来と講

義（担当：宮地） 

・心電図/脳波/超音

波検査判読 

・15：00～ICTラウン

ド5号館5F看護部前

集合（第1・2） 

・細菌検査判読 

・心電図/脳波/超音

波検査判読 

・超音波検査の実際 

・リサーチミーティ

ングまたは症例検討

会 

細菌検査判読 

・～超音波検査見学，

心電図/脳波/超音波

検査査判読 

・超音波検査の実際 

・細菌検査判読 

・～超音波検査見学，

心電図/脳波/超音波

検査判読 

・超音波検査の実際 

・細菌検査判読 

・心電図/脳波/超音

波検査判読 

・細菌検査判読 

17：00～ ・超音波検査研修会 

（1号館2F超音波検

査研修室） 

・感染対策（ICT）ミ

ーティング（第2・第

4火曜16：30 

・抗菌薬適正使用の

ための抗菌薬スチュ

ワードシップ 

17：30～（木曜日の

こともあるため要確

認） 

・細菌検査 

・総合内科ｸﾙｽﾞｽ（偶

数月木曜18時） 

・16：30～生理検査

室勉強会 

・重点ICTラウンド 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV（評価） 

・態度を含む、全科共通のSBOｓについては共通のEPOCで評価 

・第４火曜日教授による面接試験 

・隔週土曜日指導医による到達度評価 

・毎週月曜日超音波検査指導医による超音波検査実技評価 

＊１ヶ月目最終週：宮地教授の面接試験（要日程調整） 

＊毎月１日目：ER研修医感染対策クルズス（15：30～16：30）：午前中にガウンテクニックをマスターしておくこと 

＊火曜日以外の午後は脳波検査室にて判読業務．あわせて超音波検査の病棟ポータブルに同行待機（15：30まで） 

＊ICTラウンドは第１・2火曜日は 15時から、第 3・4は 11時から実施．   ＊毎月１回：医療安全感染セミナー（17時

～講堂）に必ず出席すること 

＊水曜日午後のリサーチミーティング（第３水曜）または症例検討会は、１号館２階臨床検査会議室（CR）で15：30から

開催（不定期）  

＊抗菌薬スチュワードシップ開催：毎週水曜日 17：30から開催：薬剤部と日程調整により不定期になることあり． 

＊心電図/超音波検査/脳波検査/感染対策関連：前日分の判読を中心とする．超音波検査は技師チェッカーの確認済みのも

のを判読する． 

＊血液検査室勉強会：毎月月末 17時から ＊生理検査室勉強会毎週金曜日 16：30から開催  

＊表在超音波検査は乳腺外科以外の前日以前の結果を判読（月～金）、腹部超音波検査は小児外科以外の火曜日分と小児科

（毎日）を判読する 

＊細菌検査の結果は前日分を確認し、MRSAや耐性菌が新規検出された患者についてカルテ監査と病棟ラウンドとを行い記録

を作成する 

 



  

  東京病院（内科）  

 

 特徴 

 １９８３年１２月に東海大学２番目の医学部付属病院として開院した。内科には、循環器、呼吸器、消化器、

神経、腎代謝の医師計１２名が常勤している。病床数は約１０１床と小規模のため、一般病院での診療体制に近

い環境で各専門診療に立脚したうえでの一般内科医としての研修が可能である。消化器、次いで呼吸器患者が多

いが、大学病院ながら比較的小規模なため科間の連携もよく日頃より横断的な全内科的診療を行っている。内科

医としての「総合的臨床技能の向上」に重点を置いており、研修医としての診療手技の習熟だけでなく、より高

度で専門的な手技を直接体験できる機会を積極的に導入し、実践的臨床に則した形で研修を行っている。 

研修医寮の用意もあり、都内で多く開かれる様々な学会・研究会への参加も比較的容易なため、興味ある疾患の

基礎から最新診療の情報を得る機会にも恵まれている。 

 

一般目標（GIO）： 

将来専攻する専門診療科にかかわらず後期研修医としてより発展的に専門研修を行えるために、臨床医として

の「総合的臨床技能の向上」だけではなく、良好な医師患者関係、およびコメディカルスタッフとのスムーズな

連携をとれるコミュニケーション能力を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）研修医としてチーム医療を実践できる。 

２）内科医としての一般診察（問診、身体所見 etc）を実践できる。 

３）担当患者の病態をEBMに基づき考察し、上級医の指導のもと診断治療を実践できる。 

４）必要に応じ適切に各専門家へコンサルテーションを仰ぐことができる。 

５）研修医として必要な手技を上級医の指導のもと実践できる。 

６）内科救急患者に対する初期治療を、上級医と共に実践できる。 

７）カンファレンス等で、簡潔にプレゼンテーションできる。 

８）担当患者および家族に対し医師として適切な態度がとれる。 

９）将来臨床医として自立するため、自ら病状を適切に判断し対応できる能力を向上させる努力をする。 

  注）EPOCでの評価の対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 

 

研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者数は１０名以上を目標とする。 経験目標は内科１（総合内科）に準ずる。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ 内視鏡手技 
 
１７：３０ 新患ＣＲ 

８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ ＥＲＣＰ 
 
 

８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ 血管造影 
 
 

８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ 気管支鏡 
 
 

金 土 日  
 
８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
１３：３０ 内視鏡手技 
 

８：１５  ＭＲ 
９：００  病棟業務 
 
 
 

 

 



  

セミナー 

 内科総合カンファレンス       ６回／年 

 TT カンファレンス    ２回／年 

 城南消化器研究会         ２回／年 

 城南消化器シンポジウム      １回／年 

 

評価方法（EV）： 
態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価する。 
内科サマリー記録を10症例以上記載し、上級医に検閲後合格していることが必要である。それ以外について 
は、適宜アテンディング・ラウンドおいてフィードバックを交えた対話での形成的評価とする。 

 

 



  

 東京病院（外科）  
 

 
一般目標（GIO）： 
一般外科に必須である診断学と術前術後の周術期全身管理の基盤を作り、外科専門研修が開始できるために、

外科的解剖学を理解して、手術や外科的処置の臨床経験を積むことにより、一般外科診療に必要である基礎的な

臨床能力と技能を修得する。 
 
行動目標（SBOs）： 

１）患者、家族の外科的な治療選択に対する要望を理解し、予定される医療行為（検査、手術）についてのイ 

ンフオームドコンセントに参加する。 

２）専門医、指導医による指導体制チームの中で、医療上の良好なコミュニケーションを獲得するように努 

力し、外科医療現場におけるチーム医療の特徴を体験する。 

３）Evidence based medicine を実践し、問題対応、解決能力を身につける。 

４）医療安全管理の考え方を理解・実践し、事故の対処について学ぶ。特に外科系特有の手術および周術期 

   における対処、対応についても学ぶ。 

５）基本的な外科的身体診察法として、全身観察と診察（バイタルサインと腹部および表在）ができ、適切に 

記載できる。 

６）基本的な臨床検査として、単純Ｘ線・腹部および表在超音波・上部下部内視鏡・消化管Ｘ線造影・ＣＴ・ 

   MRI・病理組織検査などの結果を解釈できる。 

７）基本的な外科手技として、創部消毒・ガーゼ交換・ドレーン/チューブ類の管理・局所麻酔・簡単な切開 

   排膿・皮膚縫合法を実施できる。 

８）外科手術において助手の１員としての役割ができる。 

９）外科周術期管理の要点を理解できる。 

１０）医療記録として診療録（退院時サマリーを含む）をPOS (Problem Oriented System) に従って記載し、手 

術記録の書き方を学ぶ。 

１１）症例提示能力を高め、診療計画の作成を学ぶ。 

１２）興味をもった外科症例を学会、研究会での症例報告レベルでプレゼンテーションを実演する。 
 
注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 
 
研修方略（LS）： 
病棟受け持ち患者数は、１０名以上を目標とする。 

 
東京病院外科 週間スケジュール 

月 火 水 木 
８：００  術前カンファレンス 
８：３０  病棟回診 
９：３０  手術、病棟業務 
 
１３：３０ 手術、病棟業務 
 

８：００  病棟回診 
９：００  病棟業務 
      内視鏡検査 
 
１３：００ 外科回診  
１３：３０ 内視鏡治療ESDEMR 

８：００  病棟回診 
９：００  病棟業務 
      内視鏡検査 
 
１３：００ 病棟業務 
            造影検査 

８：００  病棟回診 
９：３０  手術・病棟業務 
 
１３：００ 手術、病棟業務 
 
 

金 土 日  

８：００ 病棟回診 
９：００ 病棟業務 
 
１３：００ 病棟業務 
            造影検査 

８：００  病棟回診 
９：００  病棟業務 
      内視鏡検査 
 
 

 



  

 
 
評価方法（EV）： 
態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価する。 
外科サマリー記録１０症例以上、またカルテに術後手術記録を１０症例以上記載し、上級医に検閲後合格して

いることが必要である。それ以外については適宜、病棟でのアテンディング・ラウンドや手術室または検査室

などおいてフィードバックを交えた対話での形成的評価とする。 
 
＞＞付記＜＜ 
・EPOCの中で、特に外科で経験しておくべき病態・疾患 

ⅰ）食道・胃・十二指腸疾患（食道癌、アカラシア、胃癌） 

ⅱ）小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、大腸癌、痔核・痔瘻） 

ⅲ）胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎、胆嚢癌、胆管癌） 

ⅳ）肝疾患（肝硬変、肝癌） 

ⅴ）膵臓疾患（膵癌、膵臓嚢胞性疾患） 

ⅵ）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

  vii）乳腺疾患（乳癌） 

 

セミナー 

 東海大学東京病院医療連携セミナー １回／年 

 TT カンファレンス        ２回／年 

 城南消化器疾患懇話会       ２回／年 

 新都心消化器内視鏡研究会     １回／年 

  

日本外科学会専門医制度関連施設および日本消化器外科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本

消化管学会などの認定施設に指定されている。東京都心における大学付属病院としての特性を生かした木目細

やかな対応を心がけている。研修医寮が用意されており、都内で開かれる学会・研究会にも参加することにより

都市部での疾患診療の現況を体感してもらいたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 大磯病院（内科）  

 

一般目標（GIO）： 

大磯病院には、総合内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、腎糖尿病内科の６つの内科が存

在している。総合内科では、患者の全身を広い視野で観察・診察し、内科医としての基本的な診療態度、スキル

を身につけることおよび検査や治療の立案を身につけることを目標としている。その他の内科も同様であるが、

より専門性の高い疾患に対しての知識を習得するとともに特殊な検査や治療に触れ、内科医としての総合的な力

を身につける。 

 
行動目標（SBOs）：全ての内科においての共通目標 

 １）あらゆる分野の医師として、最低限必要な医学知識、診療技術、診療態度の習得を最優先する。 

 ２）患者を総合的に診療できる医師になれるようにする。 

 ３）病歴、身体所見を確実にとれ、検査所見、画像診断の評価ができる。 

 ４）ＥＢＭに基づく、治療立案能力をもてるようにする。 

 ５）症例を呈示する能力を身につける。 

 
研修方略（LS）： 
 各チームあるうちの１チームの担当医となり、１０－２０症例を目標。 

 各種検査や治療の経験は、チームを問わずに積極的な参加。 

 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  朝回診 
 
 
 
１６：００ 内科カンファレンス 
（祝日の場合は火曜日） 
１７：００ 夕回診 

８：００  朝回診 
 
 
 
 
１７：００ 夕回診 

８：００  朝回診 
 
 
 
 
１７：００ 夕回診 

８：００  朝回診 
 
 
 
 
１７：００ 夕回診 

金 土 日  
８：００  朝回診 
 
 
 
１７：００ 夕回診 

８：００  朝回診 
 
 
 
１３：００ 午後回診 

 

検査、処置等については各内科で個別のスケジュールが組み込まれている。 

 

評価方法（EV）： 

 態度を含む全科共通のSBOsについては、EPOC評価。退院患者サマリーは、受け持った全症例を記載して上

級医の検閲を受ける。その他アテンディングラウンドや各検査・治療手技中において、フィードドバックを交え

た対話での形式的評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病棟業務、検査・治療の補助 

 



  

 大磯病院（外科） 

 

一般目標（GIO）： 

 外科的プライマリーケア能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、外科的疾患の術前・術

中・術後を含めた病態を理解するとともに、適切な診断と治療計画の立案ができる能力を身につけ、更に手術手

技を含めた外科的 skillを習得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

 １）病歴、現症が正確に聴取でき、記録する。 

 ２）検査の意義と検査値の読み方を修得する。 

 ３）外科解剖学を修得する。 

 ４）外科基本手技（切開、縫合、糸結びなど）が正確かつ迅速にできる。 

 ５）中心静脈穿刺、胸腔穿刺（チェストチューブ挿入）、腹腔穿刺、気管内挿管、気管切開を行うにあたり、 

解剖学の知識を基に正しく行うことができる。 

 ６）ドレッシングとドレーンの管理につき、理解し、実践できる。 

 ７）ベンチレーターによる呼吸管理の知識を修得し、実践できる。 

 ８）上部下部消化管造影、瘻孔造影、イレウス管挿入などのＸ線透視下での手技を習得する。 

 ９）急性虫垂炎、鼡径ヘルニアなどの手術にあたり、術者あるいは第１助手としての解剖学に基づき、手技 

が正確に行える。 

１０）癌取り扱い規約、ガイドラインを踏まえた治療ができる。 

１１）看護師を含めたパラメディカルのスタッフの仕事を理解し、協調性をもって、仕事が明るく楽しく元気 

よくできる。 

 
研修方略（LS）： 

 乳腺・甲状腺を含む、消化器一般外科疾患を担当する。 

 病棟担当患者数は、ＨＣＵを含め、４０～５０名である。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 

７：３０  朝回診 
９：００  ＯＰＥ 
 
 
１６：００ 夕回診 

７：４０  朝回診 
９：００  ＯＰＥ 
 
 
１６：００ 夕回診 
 

７：４０  朝回診 
９：００  ＯＰＥ 
 
 
１６：００ 夕回診 

７：４０  朝回診 
９：００  ＯＰＥ 
 
 
１６：００ 夕回診 

金 土 日  

７：４０  朝回診 
９：００  ＯＰＥ 
 
 
１６：００ 夕回診 

７：５０ 朝回診  

 

セミナー 

 ランチョンセミナー 

 

 

 



  

評価方法（EV）： 

 態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 

外科サマリー記録を１０症例以上、また執刀した手術記録は全て記載し、上級医に検閲後合格していることが必

要。ベッドサイド手技及び手術手技に関しては、上級医の指導の下行い、その場で評価を行う。また、アテンデ

ィング・ラウンドおいてフィードバックを交えた対話での形成的評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 大磯病院（整形外科）  

 

一般目標（GIO）： 

 四肢外傷、脊椎外科、スポーツ傷害をはじめとする整形外科疾患の診断・治療を行なえる臨床医となるために、

知識を修得し、考え方を養い、手技、治療の基本を習得する。 

  

行動目標（SBOs）：  

 １）整形外科疾患に適切に対応できる基本的な知識を学ぶ。 

 ２）整形外科疾患の画像診断を学ぶ。 

 ３）骨折・脱臼などの的確な整復、固定を学ぶ。 

 ４）骨折・脱臼などの標準の手術方法を学ぶ。 

 ５）整形外科周術期管理の要点を簡潔に述べる。 

 ６）術後創処置を実施する。 

 ７）脊椎・関節・スポーツ疾患・手外科・骨軟骨腫瘍・関節リウマチなど多岐にわたる症例を多く経験する。 

 ８）上記の個々の症例に応じた治療（あるいは治療方針を立てること）を行えるようになる。 

 ９）興味を持った症例の学会レベルのプレゼンテーションをカンファレンスで実演する。 

 

経験目標 

 整形外科病棟で入院患者を主治医として担当し、担当患者の手術については、助手として参加し、手術などを

含む整形外科治療の流れをつかみます。整形外科の中には多くの分野がありますので、これらの分野を順に担当

して、整形外科全般にわたって知識・考え方・治療プランなどを自分の物としていってもらいます。習熟の程度

と手術の難易度によって、実際の術者として手術に参加してもらうこともあります。指導は主に術者を含めた整

形外科スタッフが行います。 

 このような経験を通じて、１例でも多くの患者を受け持ち、１例でも多くの治療に参加するという態度で研修

を行っていただけると、将来は一人前の整形外科医への道が開けるかもしれません。 

整形外科外傷については、指導医の元で診断・治療を一貫して行います。主として病棟での担当医を経験すると

同時に、外来診療・救急診療の助手も行います。もちろんこの時点で外来患者の治療方針を決定できるとは思い

ませんが、経験しながら、勉強と指導によって整形外科分野での経験値を上げることは可能です。 

 

その他 

 整形外科に関する研修は、東海大学医学部外科学系整形外科が運営・参画する神奈川県内の整形外科関連研修

会への参加をお勧めします。 

 研究会・学術集会については以下に挙げる通りです。 

 その他、関東圏内での研究会・学術集会も適時開催されますので、その都度参加をお勧めします。 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
研修方略（LS）： 
病棟受け持ち患者数は、30名以上を目標。 
1週間に 5件以上手術に参加。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  医局会 
午前    手術／病棟業務 
 
午後    手術 
夕方    病棟回診 

 
午前    手術／病棟業務 
 
午後    ギプス外来 
 
夕方    病棟回診 

 
午前    手術／病棟業務 
 
午後    手術 
夕方    病棟回診 

7：３０ 症例検討／病棟リハビリ 
連絡会 
午前   手術／病棟業務 
 
午後   手術 
夕方   病棟回診 

金 土 日  
 
午前    手術／病棟業務 
 
夕方    病棟回診 

 
午前    手術／病棟業務 
 
午後    病棟回診 

 

 
評価方法（EV）： 
態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 
また、サマリー記録を10症例以上、手術記録を10症例以上記載し、上級医に検閲後合格していることが必要。 

 
適宜アテンディング・ラウンドおいてフィードバックを交えた対話での形成的評価とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県西湘地区整形外科症例検討会 年２回 

神奈川脊椎脊髄研究会 年５回 

東海整形外科医会 年１回 

よこはまスポーツ整形外科フォーラム 年１回 

神奈川整形災害外科研究会 年３回 

神奈川手術手技研究会 年１回 

神奈川難治性骨折研究会 年１回 

神奈川上肢の外科研究会 年１回 

関東整形災害外科学会東京地方会 年５回 

関東整形災害外科学会 年２回 



  

 大磯病院（婦人科）  

 

一般目標（GIO）： 

産婦人科的素養が必須であるプライマリーケア能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、 

女性特有の諸問題に配慮しつつ、産婦人科独特のプライマリーケアと救急に必須な臨床推論能力と最低限の技能

を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）STDをその確定診断法・治療法とともに列挙する。 

２）救急現場で鑑別すべき婦人科的病名を少なくとも３つ列挙する。 

３）上記疾患の鑑別検査について説明する。 

４）不正性器出血の鑑別疾患についてフローチャートを書いて説明する。 

５）ホルモン製剤の使用の基本概念を理解する。 

６）子宮・卵巣腫瘍の良性・悪性の鑑別診断について説明する。 

７）外科周術期管理の要点を簡潔に述べる。 

８）術後創処置を実施する。 

９）興味を持った症例の学会レベルのプレゼンテーションをカンファレンスで実演する。 

注）EPOCでの評価対象となるSBOsについては紙面の関係から省略する。 

  
研修方略（LS）： 
病棟受け持ち患者数は、婦人科2名以上を目標。 

 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  MR 
８：３０  病棟業務 
 
１６：００ 教授回診 
 

８：００  MR 
８：３０  病棟業務 
 
１６：００ 教授回診 
 

８：００  MR 
８：３０  外来補佐 
 
１６：００ 教授回診 
 

８：００  MR 
８：３０  病棟業務 
９：３０  手術 
 
１６：００ 教授回診 
（手術患者検討会） 

金 土 日  

８：００  MR 
８：３０  病棟業務 
９：３０  手術（１件目） 
 
１４：３０ 手術（２件目） 

８：００  MR 
８：３０  病棟業務 
 
 
 

 

 

評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通のSBOsについては共通のEPOCで評価。 

また、婦人科サマリー記録を各々６症例以上、また手術記録を各々５症例以上記載し、上級医に検閲後合格し 

ていることが必要。 



  

 八王子病院（内科系） 

（総合内科） 

 

一般目標（GIO）： 

 医療現場で遭遇する頻度の高い内科疾患を適切に診断・治療するために、臨床研修医として必要な知識と技術

を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）確実、丁寧な病歴聴取 

２）全身の的確な身体所見の診察 

３）適切な鑑別診断および検査計画の立案と実践 

４）簡潔な症例呈示、カンファレンスでのプレゼンテーション 

５）適切な診断と検査計画および治療計画の立案 

６）感染症・リウマチ性疾患の診断と標準治療の計画 

 

経験目標および研修方略（LS）： 

(１)経験すべき診断法、検査 

①身体所見のとり方 

②各種の画像検査、所見の理解と診断（ＣＸＰ、ＣＴ、ＭＲＩなど） 

③感染症 検査所見の理解（グラム染色など） 感染防御の理解 適切な治療の選択 

④免疫検査所見の理解（所見も含め） 

(２)経験すべき手技 

 ①指導医のもとで経験、実践 

  ・中心静脈カテーテル挿入、中心静脈栄養・補液管理 

  ・穿刺（腰椎・胸腔・腹腔・関節） 

  ・気道確保・人工呼吸 

  ・心マッサージ 

  ・圧迫止血・包帯法 

  ・導尿・胃管・除細動 

  ・２次救命（ACLS） 

  ②基本的治療法の決定・実施 

・全身管理：輸液・呼吸管理 

・感染症：抗生剤 

・リウマチ性疾患：ステロイド、免疫抑制剤 

(３)研究などの視点への目標 

 ①治療法に対する合理的な評価のための臨床研究方法の理解 

  ②実践的な治療と臨床治験についての理解 

(４)研修方略 

  病棟回診（週１）、症例検討会（週１）、抄読会（隔週） 

  

当科での研修医指導に際しては、医師としての人格や職場における協調性などが大切である。専門知識や各種手

技の習得のみならず、医師・患者関係、ナースやコメディカルとの協調性、患者・家族の人々との対話の技術や



  

インフォームドコンセントの実践など、医療は人と人とのチームワークであることを習得する必要がある。イン

フォームドコンセントの実践に於いては、指導医、上級医が同席することを原則とする。 

 

評価方法（EV）： 

 臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of  

 Postgraduate Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床 

 研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

(１)当院あるいは東海大学医学部付属病院で１－２か月研修する 

(２)総合内科スタッフ医師を指導医としてチームを組んで研修を行う 

＊この場合は主治医―担当医として実際の病棟診療を行い、回診やカンファレンスでのプレゼンテーションも 

行う 

(３)総合内科スタッフとともに当直業務（補佐）を行う（週１回程度） 

 

選択科目での１か月 研修期間 

①画像、感染症、リウマチ性疾患の評価診断 

②指導医とともに、穿刺（腰椎・胸水・腹水・関節）実施 

③感染症治療及び免疫療法の実施 



  

 八王子病院（内科系） 

（循環器内科） 

 

一般目標（GIO）： 

虚血性心疾患を代表として集中治療を要する重篤な症例や不整脈などの血行動態の急激な変化を起こしやす

い症例から日常臨床で遭遇する頻度の高い高血圧症例などを幅広く適切に診療するために、迅速かつ的確な病態

の把握と適切な治療プランの作成とその実践を習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

1） 病歴と循環器疾患の身体的所見をとることを習得する。 

2） 各種の身体および検査所見の結果をもとに、初期診療時の適切な診断と鑑別診断への効率的な検査計画の 

作成を習得する。 

3） 検査計画に基づいた侵襲的、非侵襲的検査に参加し、その実践を学ぶ。 

4） 各種の循環器疾患の再発や予防に向けた、患者への日常生活指導を学ぶ。 

5） 検査および治療経過について上級医に的確な説明と報告ができる。 

6）心筋梗塞を代表とする虚血性心疾患に対する治療方針を取得する。 

7） 不整脈疾患を代表とするリズム異常に関して、その重症度を的確に把握できる。 

8） 心機能低下した心不全患者に対して予後を改善するための適切な治療選択の把握と心臓リハビリテーショ 

ンの重要性を認識しつつ、個々の症例の病態に基づいた治療計画を作成する。 

9） 自身の経験した症例の的確なプレゼンテーションができる。 

 

評価方法（EV）： 

臨床研修医の評価は、全科共通の SBOｓについては共通のEPOCを用いて評価する。また適宜のアテンディング・

ラウンドにおいてフィードバックを交えた上級医との対話も形成的評価の参考とする。 

 

研修方略（LS）： 

経験すべき診察法、検査、手技 

(1) 循環器症例の身体的所見のの習得 

(2) 標準 12誘導心電図の装着、記録、解析 

(3) 心エコー、心臓 MRI、CT検査の画像診断法を理解する。 

(4) 末梢静脈の確保と動脈血採血 

(5) 補液管理 

(6) 中心静脈の確保（セミナーへの参加後） 

(7) 心臓マッサージ 

(8) 気道確保および気管内挿管 

(9) 心エコー法の実施と解析（臨床検査技師からの指導を受ける） 

(10)心臓カテーテル検査所見の習得 

(11)電気的除細動 

  

経験すべき循環器疾患 

(1) 高血圧 

(2) 狭心症、心筋梗塞 



  

(3) 急性、慢性心不全 

(4) 不整脈（心房細動、上室性頻拍、心室期外収縮、心室頻拍など） 

(5) 心筋症（拡張型、肥大型、及び 2次性（サルコイドーシス、抗悪性腫瘍治療薬による）） 

(6) 弁膜症 

(7) 動脈疾患（大動脈瘤、解離性大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症） 

(8) 静脈疾患（深部静脈血栓症、肺動脈血栓症） 

   上記疾患においては、個々の疾患ごとに予後が異なることから、将来現疾患に付随して発症する可能性の

高い事象および疾患を把握する。 

 

研修システム 

(1) 配属されたグループ内の複数の入院症例おいて上級医の元に治療計画の作成と実践への参画を積極的に行 

う。また救急外来などで初期診療を必要とする症例に対して、対応する上級医に積極的に帯同して、初期 

治療の実際を会得する。 

(2) 循環器カンファレンス（月曜日/夕方）での配属グループの症例のケースプレゼンテーションおよび、病 

棟総回診（月曜日/夕方、木曜日/朝）での症例のプレゼンテーション。 

(3) 抄読会による論文のまとめ方と発表法を学び、最低一回は自身で発表を行う。 

(4) 中心静脈の確保などのためのセミナーなどへの積極的参加。 

(5) 学内研究会（東海大学循環器懇話会、東海大学不整脈集団会）また近隣医療機関とで合同開催されている 

研究会（多摩不整脈研究会）、日本内科学会、循環器学会地方会への参加と場合によっては発表。 

 

出来る限り見学すべき侵襲的検査、治療法 

配属されたグループ内の症例はもちろんのことであるが、他グループの症例でも下記の検査等は見学する。 

(1) 心臓カテーテル検査、カテーテルインターベンション（経皮的冠動脈形成術、ステント留置術、大動脈内 

バルーンパンピングなど） 

(2) 心臓電気生理学的検査、カテーテルアブレ-ション（各種の不整脈の治療） 

(3) 心臓リハビリテーション 



  

 八王子病院（内科系） 

（呼吸器内科） 

 
一般目標(GIO) 

生涯にわたり患者中心で高度・良質なプライマリケアを提供できる臨床医となるために、呼吸器科および総合内科

領域の基本的症状・病態・検査・治療を理解するとともに、基本的な問診・診察・検査技法を習得し、医療人・社

会人として必要な基本姿勢や態度を体得する。 

 

行動目標(SBOs) 

I 【行動目標】  

（１）医療面接（患者ー医師関係）：確実、丁寧な病歴聴取 

（２）呼吸器疾患の的確な身体所見の診察 

（３） 問題対応能力：適切な鑑別診断および検査計画および治療計画の立案と実践 

（４） プレゼンテーション：簡潔な症例提示、カンファレンスでのプレゼンテーション 

（５） 医の倫理・社会性  

（６） 医療安全 

 

II【経験目標および研修方略】（特に呼吸器内科で求められるものを列挙した） 

 

Ａ 経験すべき診察法・検査・手技  

（１）基本的な身体診察法：1) 医療面接（問診）から考えられる病態を推察できる、2)全身の観察、特にバイタ 

ルサインの把握ができ、記載できる。3)胸部の診察ができ、記載できる。 

（２）基本的な臨床検査： 

1）動脈血ガス（20例以上） 

2）肺機能検査（10例以上） 

3）血液免疫血清学（尿中抗原検査含む） 

4）胸部単純 X線（50例以上） 

5）胸部Ｘ線 CT（肺癌、呼吸器感染症、間質性肺疾患）（各 2例以上） 

6）細菌学的検査・薬剤感受性検査（喀痰ｸﾞﾗﾑ染色含む） 

（３）基本的手技： 

1）ACLS（気道確保、気管内挿管、人工呼吸、心マッサージ、除細動）が施行できる。 

2）胸腔穿刺、胸腔ドレーンの挿入が安全に施行できる（5例以上）。 

3）酸素療法の適応を理解し、施行できる（10例以上） 

4）人工呼吸管理（侵襲的、非侵襲的）ができる（5例以上）。 

5）簡単な呼吸理学療法の指導ができる（2例以上）。 

（４）基本的治療法： 

1）気管支拡張薬（吸入薬を含む）、抗菌薬、副腎皮質ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬(吸入薬を含む)、免疫抑制薬、抗凝固薬、抗悪 

性腫瘍薬、鎮痛薬、鎮静薬の主な作用、副作用を列挙することができ、基本的薬物を処方できる。 

2）呼吸管理（酸素療法、人工呼吸療法）の適応を述べることができ、その指示を出せる。 

3）感染症管理、気道管理、胸腔ドレーン挿入患者の管理が施行できる。 

4）肺癌患者の治療法（手術、放射線、化学療法、緩和ケア）の概略を副作用を含めて理解し、説明できる 

5）呼吸リハビリテーションの開始、休止、ステップアップの指示ができる。 

（５）医療記録： 

1）診療録（サマリーを含む）を正確かつ遅滞なく完成することができる。 

2）処方箋、各種指示書、診断書（死亡診断書を含む）を誤りなく作成することができる。 

3）ＣＰＣレポートを速やかに作成し、病理医との討論を行うことができる。 

4）紹介状を所定の書式に則り、礼を失することなく、速やかに作成することができる。 

 

 



  

Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患  

 １ 頻度の高い症状 （各1例以上） 

浮腫、発熱、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、 咳・痰  

 ２ 緊急を要する症状・病態（必修項目：下線の病態の初期治療に参加する）（各 1例以上） 

    ショック、急性呼吸不全、急性感染症、誤飲、誤嚥、窒息  

  

 ３ 経験が求められる疾患・病態  

１）呼吸器感染症（A）（5例以上） 

２）呼吸不全 (B)（3例以上） 

３）閉塞性・拘束性肺疾患(B)(各 2例以上) 

４）肺循環障害（1例以上） 

５）異常呼吸（1例以上） 

６）胸膜、縦隔、横隔膜疾患（1例以上） 

７）肺癌（2例以上） 

 

Ｃ 特定の医療現場の経験  

（１）救急医療 ：生命や機能的予後に係わる、緊急を要する病態や疾病、外傷に対して適切な対応をするため 

に、 1）バイタルサインの把握ができる。2）重症度および緊急度の把握ができる。3）ショックの診断と 

治療ができる。4）二次救命処置 (酸素吸入、人工呼吸管理などの呼吸管理を含む)ができ、一次救命処置 

（BLS = Basic Life Support）を指導できる。 5）頻度の高い救急疾患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。 

（２）緩和・終末期医療 （臨終の立ち会いを経験すること）：肺癌や慢性呼吸不全の終末期患者において、 

1)患者ならびに家族の心理・社会的側面への配慮ができる。2)WHOのがん疼痛緩和に従った薬物療法を含 

めた基本的な緩和ケアを施行できる。3)緩和ケア、終末期患者への対応に関する諸問題を挙げることがで 

きる。4)患者ならびに家族の死生観・宗教観への配慮ができ、コメディカルと情報を共有できる。 

研修法略（ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ関係） 

1．新入院ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・回診（月〜金、午前 8時から；病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ）  

新入院患者ならびに重症症例を全員でレビューする。新入院のケースは、レジデントがプレゼンを行う。画像

検査をはじめ必要な情報を提示する。その後研修医を含むスタッフ全員で回診 

2．呼吸ｹｱﾁｰﾑｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・回診 

    院内の人工呼吸器(NIPPV 含む)装着患者を中心に医師、看護師、理学療法士、臨床工学士、歯科衛生士が合同

で検討ならびに回診を行う。研修医も参加する  

3．内科外科合同肺癌ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（毎水曜日 17：30〜：研修棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室） 

新規ならびに問題点の多い肺癌症例に関して呼吸器内科・同外科医全員で検討を行う。 

4．胸部Ｘ線読影会・肺機能検査勉強会（不定期；月１－２回） 

研修医を対象に１回 20-30枚の胸部単純Ｘ線の読影実習、ならびに肺機能検査の解釈方法の講義を行う。 

5. 呼吸器病理研修 

CPC（月 1回）, および病理医を交えての症例検討会（開催不定期）に参加する。また担当患者の病理組織検 

査は結果だけでなく自らが鏡検する。 

 

研修法略（検査と実習） 

１．病棟業務ＯＪＴ 

・呼吸器内科研修中は担当患者の身体所見、画像検査、肺機能検査を指導医とともに解釈し患者の病態把握、治

療方針の立案に役立てられるように努める。 



  

２．気管支鏡実習 

・担当患者の気管支鏡検査には必ず立ち会う。指導医の下、喉頭麻酔や観察・喀痰吸引を行う（毎週月・水曜日 

午後）。 

３．呼吸器外科オペ実習（適宜） 

・呼吸器外科手術症例のオペを見学・実習する。 

 

評価方法（EV）: 

臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システム(EPOC):Evaluation System of Postgraduate Clinical 

Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

（1）当院あるいは東海大学医学部付属病院で 1-2ヶ月研修する  

（2）呼吸器内科スタッフ医師を指導医としてチームを組んで研修を行う (この場合は主治医-担当医として実際 

の病棟診療を行い、回診やカンファレンスでのプレゼンテーションも行う。 

（3）スタッフとともに当直業務（補佐）を行う（週 1回程度） 

 

＊選択科目での 1か月 研修期間 

①画像、呼吸機能、感染症の評価診断能力の更なる向上を目指す  

②指導医とともに、胸水穿刺、胸腔ﾄドレーン挿入、呼吸器内視鏡の実施  

③可能であれば学会、研究会での症例報告を目標とする 

 



  

 八王子病院（内科系） 

（消化器内科） 

 

一般目標（GIO）： 

内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、内科の諸問題に配慮し

つつ、消化器内科独特のプライマリーケアーと救急に対して必須な臨床推論能力と最低限の技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

消化器疾患の病歴、診察法に習熟し、優先度、侵襲性を考慮して、検査を計画、実行する。検査の準備、検査

後の管理、偶発症・合併症対策もあわせて行う。 

 

（１）消化器疾患に関連した検査項目について説明できる。血液検査、画像検査(内視鏡、腹腔鏡、超音波検査、 

ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、消化管造影など)、機能検査（ＩＣＧ、ＰＦＤ、消化管機能など）など 

（２）基本的手技（ＮＧチューブ挿入と管理、イレウスチューブの管理、中心静脈カテーテルの挿入と管理、 

腹水穿刺を含む）を安全に配慮して行う 

（３）消化器疾患における緊急時の対応の基本的処置を習得する（消化管出血、腹痛、腸閉塞、黄疸、肝性脳 

症、胆石発作など） 

（４）消化管内視鏡の基本的技術と所見につき学習する。モデルを利用して研修し、機会があれば実際の検査に

ついても経験することが望ましい 

（５）侵襲的内視鏡および内視鏡治療の実際を見学および助手として参加し、その内容について説明できる（消 

化管止血術、胃・食道静脈瘤治療、消化管ポリープ切除術、内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘膜下層剥離 

術、内視鏡的胃瘻造設術、内視鏡的逆行性膵胆管造影（ＥＲＣＰ）、内視鏡的胆管ドレナージ（ＥＢＤ、 

ＥＮＢＤ）、内視鏡的切石術など） 

（６）腹部血管造影、肝動脈塞栓術、ＢＲＴＯ（バルーン下逆行性経静脈的塞栓術）、ＰＳＥ（部分的脾動脈塞 

栓術）を見学もしくは助手として参加し、その内容について説明できる 

（７）腹腔鏡、肝生検に助手として参加し、その内容について説明できる 

（８）消化器疾患の病理診断報告を理解し、適切に臨床に役立てることができる 

（９）外科転科症例を通じ、術前検査、手術の適否とリスクについての判断、患者・家族への説明と告知につい 

ても経験する 

 

上記中、とくに５～７については、必修科目、選択科目（1～５か月間選択可能）により内容が異なるので、

希望がある場合には事前に当科臨床研修委員もしくは幹事、副幹事と相談することが望ましい。 

 

評価方法（EV）： 

臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

回診       火曜午前、木曜午前（週２回） 

カンファレンス  火曜夕、消化器内科・外科合同カンファレンス（週１回） 

       金曜夕、消化器内科カンファレンス（週１回） 

 



  

セミナー  三多摩肝臓懇話会（年１回） 

多摩山梨肝炎肝癌研究会（年１回） 

消化器病学会関東支部例会（年４回） 

臨床肝臓懇話会（年１回） 

 

取得可能な認定医、専門医 

（１）日本内科学会認定医 

（２）日本消化器病学会専門医 

（３）日本消化器内視鏡学会専門医 

（４）日本肝臓病学会専門医 

 



  

 八王子病院（内科系）  

（血液内科） 

 

一般目標（GIO）： 

一般的な内科疾患の病態・診断・治療法を理解できるようにするが、特に造血器腫瘍を中心に行う。 

病歴を確実に聴取し、身体所見を正確にとり、これらを適切にカルテに記載できるようにする。さらに、鑑別診

断及び確定診断に必要な検体検査や画像検査を選択施行し、正しく解釈できるようにする。 

得られた情報をもとに鑑別診断を行い、病態や病状を正しく把握できるようにする。 

治療薬剤と治療法についての十分な知識を修得する。 

治療に伴う合併症及び有害事象を予測し、これらに対する予防・治療ができるようにする。 

以上により、適切な治療計画を立案できるようにする。 

 

行動目標（SBOs）： 

造血器腫瘍（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など）およびそれ以外の血液疾患の診断、標準的治療法に

ついて学ぶ。特に化学療法については、代表的な薬剤の使用法や副作用、副作用出現時の対策など臨床腫瘍医と

しての基礎的知識を習得する。 

 

経験目標および研修方略（LS）： 

 （１）経験すべき診察法、検査、手技 

①静脈確保、動脈採血 

②骨髄穿刺・生検（骨髄像の評価も含む） 

③腰椎穿刺・治療薬剤の髄腔内投与 

④中心静脈カテーテル挿入 

⑤輸液・輸血管理 

（２）経験すべき症状、病態、疾患 

  ①貧血、血小板減少 

  ②発熱、（特に好中球減少時の発熱）、敗血症 

③急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、骨髄形成症候群 

④悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 

⑤特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血、血液凝固異常 

 

評価方法（EV）： 

 臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of  Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

 当院当科で１～２ヶ月間研修する。直接スタッフとともに病棟診療を中心に行う。処置については、スタッフ

の指導のもと上記処置を達成できることを目標とする。毎朝、夕の病棟回診を行い、問題症例についてはスタッ

フとともにディスカッションを常に行う。 

また、当科では、造血器腫瘍を中心として診療しているため化学療法は必修であり、その合併症としての敗血症

等の感染症についても精通でき、また全身管理についても同様に精通可能である。専門知識や各種手技の修得を 

 



  

していただくことはもちろんであるが、医師としての基礎知識、基本的姿勢を初歩研修の段階で養うことが重要

と考える。また研究会や学会への参加も歓迎し、学会発表などの指導も適時に行う。 

 

セミナー・研究会 

日本血液学会総会        １回／年 

日本血液学会地方会        ２回／年 

その他血液疾患関連の研究会     年数回



  

 八王子病院（内科系）  

（リウマチ内科） 
 
一般目標（GIO）： 

 外来および入院症例を通じ様々なリウマチ性疾患の診療を経験することにより、適切な初期診断や鑑別診断の

ための検査計画や、診断された症例に対する治療計画の作成およびその実践を習得する。また治療に用いられる

薬剤に対する知識を深め、その効能や副作用を理解することで、治療効果の判定や合併症に対する早期の対応を

習得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１）リウマチ性疾患における身体所見や関節所見の診察法を習得する。 

２）病歴、身体所見から適切な診断や鑑別診断への検査計画の作成を習得する。 

３）症例に対してガイドラインやクリニカルパスを用いた治療計画を作成・実践する。 

４）関節リウマチの診療を通じ、抗リウマチ剤や生物学的製剤の効能や副作用の理解を深める。 

５）副腎皮質ステロイド剤の効能や副作用の理解を深め、症例に対する治療効果や薬剤の調整について学ぶ。 

６）リウマチ性疾患の再燃や合併症の予防に向けた患者への日常生活指導を学ぶ。 

７）症例の病状や治療経過について上級医に的確な説明と報告ができる。 

８）自身の経験した症例の的確なプレゼンテーションができる。 

 

評価方法（EV）： 

 オンライン研修評価システム EPOC：Evaluation System of Postgraduate Clinical Trainingを用い、臨床研

修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修方略（LS）： 

経験すべき診察法、検査、手技 

（１）リウマチ性疾患における身体的所見を学ぶ－特に関節所見、皮膚所見 

（２）免疫血清学的検査法を理解する－抗核抗体検査（蛍光抗体法）、各種自己抗体検査 

（３）画像診断法を理解する－関節単純 XP・超音波・MRI、MRシアロ、胸部 CT 

（４）関節穿刺法 

（５）末梢静脈の確保と動脈血採血 

（６）補液管理 

（７）中心静脈の確保（セミナーへの参加後） 

（８）その他 

 

経験すべきリウマチ性疾患 

（１）関節リウマチ 

（２）全身性エリテマトーデス 

（３）シェーグレン症候群 

（４）炎症性筋疾患 

（５）全身性強皮症 

（６）血管炎症候群 

（７）その他の膠原病・類縁疾患 

 

研修システム 

（１）複数の入院症例を受け持ち、上級医の指導のもと治療計画の作成および実践への参画を積極的に行う。 

また外来見学を行い、担当医の指導のもと診療に参加し、初期診療における診断や鑑別診断につき検査 

計画を作成、実践する。 

（２）カンファレンスや病棟回診での受け持ち症例のプレゼンテーション 

（３）抄読会の参加および発表 



  

（４）中心静脈の確保などのためのセミナーなどへの積極的参加 

（５）学会や研究会への参加および発表 

 

＊ リウマチ内科研修においては基本的な診療とともにリウマチ性疾患における関節所見や特有の皮膚所見の

診察、関節単純 XPや間質性肺病変を中心とした胸部単純 XPおよび CTの読影、抗核抗体・自己抗体検査の読み

方、関節穿刺法、副腎皮質ステロイド剤や NSAIDsの使用法を学んでいく。 

   



  

 八王子病院（内科系） 

（神経内科） 

 

一般目標（GIO）： 

日常臨床の場で遭遇する頻度の高い神経疾患を適切に診断・治療が行えるように、臨床研修医として必要な知

識と技術を習得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

（１）病の聴取、記載:病歴を確実に聴取し、適切に記載できる 

（２）神経学的所見:所見を正確に取り、適切に記載できる 

（３）診断と鑑別診断:病巣診断、疾病診断と鑑別診断を行える 

（４）診断・治療計画立案:確定診断へ至る検査計画と治療計画を立案できる 

（５）画像診断の読解：ＣＴ、ＭＲＩ、脳血管造影、ＳＰＥＣＴ、頸部超音波等の所見を読影できる 

（６）神経生理学的検査・脳波、誘発電位、筋電図を理解できる 

（７）チーム医療の実施（医師、コメディカルとの連携など） 

（８）日々のカルテ・退院サマリーを適切に記載できる 

（９）医師-患者関係の構築（マナー、接遇など） 

 

経験目標および研修方略（LS）： 

（１）経験すべき診察法、検査、手技、神経学的所見のとり方をマスターする。これにより病巣部位などの推 

測をする。 

①腰椎穿刺：適応、禁忌を理解したうえで適切に行い、かつ得られた髄液所見を正しく判断できる 

②気道確保（気管内挿管、気管切開）：エアウェイ挿入、気管内挿管を行い気管切開の助手も行える 

③呼吸管理（酸素投与、呼吸器）：酸素投与を適切に行い、人工呼吸器の設定を行える 

④心臓マッサージ 

⑤電気的除細動法 

⑥血管確保（ＣＶ挿入）：血管確保、ＣＶ挿入を行える 

⑦動脈血の採血、圧迫止血法のマスター 

⑧輸液管理：電解質・水バランスを理解し、輸液管理を行える 

⑨血圧管理：疾患に応じた適切な血圧管理を行える 

⑩電気生理学：神経伝導速度、針筋電図、脳波などの検査手技ができる 

（２）研修方略 

①ｓｔｒｏｋｅカンファレンス（毎朝８時～） 

②リハビリカンファレンス（毎月曜日１７時～） 

③ケースプレゼンテーション（回診、クリニカルカンファレンスなど） 

④院長回診（週１回 木曜日１６時～） 

⑤臨床実習、自習、講義など 

⑥研究会・学会・セミナーへの参加など 

 

  

 

 



  

セミナー 

日本内科学会、日本神経学会、日本脳卒中学会、日本頭痛学会、日本神経治療学会などの関連学会の総会・

地方会の参加 

内科系、脳神経系研究会などへの参加 

 

評価方法（EV）： 

臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

・当院または東海大学医学部付属（関連）病院での研修を行う 

・神経内科のスタッフ医師を指導医とし、幅広く研修を行う 

・上級医師を主治医として連名で担当医となり、入院患者の診療にあたる 

・上級医師とともに、毎日朝夕の回診、週１回の院長（所属長）回診を行ない各担当患者のプレゼンテーショ 

ンを行う 

・毎朝、脳神経外科やリハビリテーション科スタッフとのｓｔｒｏｋｅカンファレンスで、患者のプレゼンテ 

ーションを行う 

・月３～４回程度の当直業務を行う 

 

付記 

(１)選択科目での研修メリット 

・脳神経外科医とともに血管造影検査の実施 

・電気生理学（神経伝導速度、針筋電図など）の検査手技の実施 

・頚動脈ドップラー法のマスター 

・学会発表、症例報告など 

(２)後期研修（臨床助手）当科で行った場合の取得可能な認定医・専門医 

・日本内科学会認定医・専門医 

・日本神経学会専門医 

・日本頭痛学会専門医 

・日本脳卒中学会専門医 



  

 八王子病院（内科系） 

（腎臓透析内科・糖尿病代謝内科） 

 

一般目標（GIO）： 

 内科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、腎臓（透析、腎移植含

む）・内分泌・代謝（糖尿病含む）疾患の病態、治療法を理論的に説明できる知識と技能に加えて、カルテ記載、

症例提示（プレゼンテーション）などを正確に行える能力を身につける。 

 

行動目標（SBOs）：  

１）腎疾患・糖尿病患者の総合的な管理の考え方、治療内容を理解し、手技を身につける 

２）患者、家族の医療に対する要望を把握し、同時に提供できる医療の内容を理解したうえで精確な情報を提 

供できる 

３）Evidence based medicineを理解すると同時に、情報を取捨選択する基礎を取得する 

４）適切な症例提示ができる能力を養う 

 

経験目標 

（１）経験すべき診察法、検査、手技 

診察法 

全身に関して正しい診察法でもれなく診察し、医療面接において必要な情報を取得する。糖尿病に関しては、 

病歴を正確に聴取する問診法、糖尿病性神経障害の有無を判断する神経学的診察を会得する。 

検査・手技 

①腎疾患領域 

  ・一般的検査 尿定量、尿沈渣、蓄尿検査、腎臓超音波 

・特殊検査・手技 

  ・腎生検 

  ・血液透析導入患者におけるvascular access用カテーテルの挿入 

  ・長期留置カテーテルの留置 

  ・内シャント設置術、人工血管挿入術、血栓除去術 

  ・シャント狭窄に対する経皮的血管形成術 

  ・腹膜透析患者におけるカテーテル挿入術、チューブ交換 

②糖尿病領域 

   ・一般検査 血糖評価（グルコース、HbA1c、グリコアルブミン、1-5AG）、自己インスリン分泌評価 

（インスリン、Cペプチド）随時尿および蓄尿検査、必要に応じて負荷検査の解釈、生理検査（腹部 

超音波、心電図、脈波等）の解釈 

（２）経験すべき疾患 

  ①腎疾患領域 

・急性腎不全（腎前性腎不全・薬剤性腎障害・腎後性腎不全） 

・慢性腎不全（慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症） 

・血液透析患者合併症（シャント狭窄/閉塞・２次性副甲状腺機能亢進症） 

・劇症肝炎、重症膵炎、潰瘍性大腸炎等の消化器疾患 

・敗血症性ショック 

  



  

 ②糖尿病領域 

・１型糖尿病、２型糖尿病、その他の糖尿病および妊娠糖尿病 

・担癌患者の糖尿病 

・糖尿病合併症 糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・糖尿病腎症 

・糖尿病性ケトアシドーシス，低血糖 

・周術期および感染症合併の糖尿病 

 

（３）研修方略 

  ①腎疾患領域 

   ・病棟・全患者 

   ・火・金 手術／angio 

   ・土 透析カンファレンス 

  ②糖尿病領域 

   ・主科の教育入院および血糖コントロール５名、他科併診３０名以上を目標 

   ・週１回金曜日 糖尿病カンファレンスにおけるプレゼンテーション 

 

評価方法（EV）： 

 臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

 当院では１～２ヶ月間研修となる。毎日病棟回診から始まり、１日のスケジュールを決定する。担当患者全て

に関して日常診察、検査、処置を施行。内シャント設置術等の手術に関しては基本的に必ず参加する。透析また

は糖尿病カンファレンスは週に一度となる。また、クルズスについては随時行う。 



  

 八王子病院（外科系） 

 

一般目標（GIO）：  

外科的プライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修が開始できるために、消化器外科のチーム医

療に加わり、外科のみならず臨床医として必要とされる基礎的な知識、技能、態度を総合的に修得する。さらに

は、消化器外科領域の特化した臨床経験を積むことによって、幅広い応用力を身につける。 

 

行動目標（SBOs）： 

医療人として必要な基本姿勢・態度  

（１）患者、家族の医療、特に外科的な治療選択に対する要望を把握し、予定される医療行為（検査、手術の 

合併症）について十分なインフオームドコンセントを実施する。 

（２）専門医、指導医による屋根瓦状の指導体制チームの中で、医療内容上、人間関係上のよりよいコミュニ 

ケーションを獲得するように努力する。指導医から学ぶことと同時に、将来指導医となった場合の自らを 

想定し、チーム医療を実践する。特に外科系の医療現場におけるチーム医療の特徴を体験する。 

（３）Evidence based medicineを実践し、問題対応、解決能力を身につける。 

（４）患者ならびに医療従事者の安全管理の考え方を理解・実践し、事故に遭遇した際の対処をあらかじめ学 

ぶ。特に外科系特有の手術現場における対処、対応についても学ぶ。 

（５）症例提示能力を高め、診療計画の作成を学ぶ。 

（６）現代医療が直面する社会における役割、問題点、倫理について学ぶ。 医療保険や包括医療における問 

  題点を学ぶ。 

 

経験目標および研修方略（LS）： 

患者の全身所見を総合的にとらえることを目標とし、内科的治療と外科的治療の接点、それぞれの意義につい

て学び、経験する。また、特徴的な外科系治療法についてその基礎を幅広く経験する。 

 

（１）経験すべき診察法・検査・手技（外科必須と考えられる項目を中心に記載） 

①基本的な外科的身体診察法  

   ②基本的な外科領域臨床検査 

（X)— — — — 自ら実施または助手をする 

（X)以外— — 検査の適応を判断し、必要なら追加検査をする 

   ・一般尿検査 (尿沈渣顕微鏡検査を含む) 

   ・血算・白血球分画 

   ・血液型判定・交差適合試験 (X) 

   ・動脈血ガス分析 

   ・血液生化学的検査 

   ・細菌学的検査・薬剤感受性検査 

検体の採取（痰、尿、血液、膿など）(X) 

   ・細胞診・病理組織検査 

   ・内視鏡検査(X) 

   ・超音波検査 (X) 

   ・単純Ｘ線検査 

   ・造影Ｘ線検査 



  

  ・Ｘ線ＣＴ検査 

 

    ③基本的外科手技 

  ・圧迫止血法 

  ・注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

  ・採血法（静脈血、動脈血） 

  ・穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔） 

  ・導尿法 

  ・ドレーン・チューブ類の管理 

  ・胃管の挿入と管理 

  ・局所麻酔法 

  ・創部消毒とガーゼ交換 

  ・簡単な切開・排膿 

  ・皮膚縫合法 

  ・軽度の外傷・熱傷の処置 

  ・消化器外科手術（開胸開腹手術および鏡視下手術）において助手の１員としての役割 

 

④基本的治療法  

  ・療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む） 

  ・薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、 

麻薬を含む） 

  ・輸液ができる。 

  ・輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について理解し、輸血が実施できる。 

 

⑤医療記録  

医療情報を適切に作成し管理するために、 

 ・診療録（退院時サマリーを含む）をＰＯＳ(Problem Oriented System)に従ってＳＯＡＰ形式で記載し管理 

できる。手術記事の書き方を学ぶ。 

 ・処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 

 ・診断書、死亡診断書（死体検案書を含む）など各種証明書を管理 

 ・ＣＰＣ（臨床病理カンファレンス）レポートを作成し症例呈示 

 ・紹介状と紹介状への返信を作成し管理 

 

（２）経験すべき症状・病態・疾患  

 研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期治療を的確に 

行う能力を獲得することにある。  

① 頻度の高い症状  

② 緊急を要する症状・病態  

  ・心肺停止、ショック、急性心不全、急性冠症候群 

  ・意識障害、脳血管障害 

  ・急性呼吸不全 

  ・急性腎不全 



  

  ・急性感染症 

  ・急性腹症、急性消化管出血、誤飲、誤嚥 

  ・外傷 

  ・精神科領域疾患を合併する外科疾患の救急 

 

   ③ 経験が求められる外科領域疾患・病態  

  ・神経系疾患：頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫など 

  ・運動器（筋骨格）系疾患：骨折、関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靱帯損傷、骨粗鬆症 

  ・循環器系疾患：弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）、動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）、深部静脈血 

   栓症 

  ・呼吸器系疾患：肺塞栓・肺梗塞、自然気胸、胸膜炎、肺癌 

  ・消化器系疾患  

         ⅰ）食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、食道癌、胃癌、消化性潰瘍） 

         ⅱ）小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、大腸小腸癌、痔核・痔瘻） 

         ⅲ）胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎、胆嚢癌、胆管癌） 

         ⅳ）肝疾患（肝膿瘍、肝硬変、肝癌） 

         ⅴ）膵臓疾患（急性・慢性膵炎、膵癌） 

         ⅵ）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

  ・腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患  

泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） 

  ・内分泌・栄養・代謝系疾患 

   ⅰ）乳腺疾患（乳腺炎、乳癌） 

      ⅱ）甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺癌） 

 

（３）学会・セミナーや研究会への出席 

  東海外科フォーラム    １回／年 

  外科集談会     ４回／年 

  日本消化器病学会地方会        ５回／年 

  日本消化器内視鏡学会関東支部会   ２回／年 

  その他学会・研究会への出席 

 

評価方法（EV）： 

臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システム EPOC：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

当院において２～３ヶ月の研修を行う。現在、当科は二つのチームに分かれており、それぞれのチームのメン

バーに組み込まれ、チームの一員として病棟管理・手術・外来診療の補助・週一回の消化器内科・外科カンファ

レンスへの出席をして、積極的な姿勢を期待したい。 



  

 八王子病院（小児科） 

 

一般目標（GIO）：  

小児プライマリーケアに必要な知識、手技を体得し、更に学校保健、ワクチンなどへの知識も広く持てるよう

研修を行なうことを目標とする。患者家族への説明、また患児の発達状況に応じた対応の仕方も修得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

（１）小児の特殊性を勘案し、小児身体の全身管理ができる 

（２）保護者であるご家族から患児の状態を把握できる問診をとることができる 

（３）患児の発達に合わせ、必要な身体所見がとれるようになる 

（４）上級医に的確にコンサルトできる 

（５）的確なプレゼンテーションができる 

 

経験目標および研修方略（LS）：  

（１）経験すべき診察法、検査、手技 

   小児ならではの病歴聴取法、診察法を体得する。 

  ①乳幼児では採血、静脈ルート確保が問題なく行えること 

  ②年長児では腰椎穿刺の経験 

  ③治療に対する知識としては、頻用する薬剤の小児薬用量の理解、小児輸液法の理解を求める。 

（２）下記に関しては外来もしくは入院患者での経験を求める。 

  ①ウイルス感染症、細菌感染症 

  ②痙攣性疾患（熱性痙攣、てんかんなど） 

  ③気管支喘息 

  ④急性胃腸炎による脱水・電解質異常 

  ⑤川崎病 

  ⑥呼吸器・腎・心・膠原病・内分泌疾患 

  ⑦アトピー性皮膚炎（主として外来診療） 

  ⑧ＩＴＰなどの良性血液疾患 

（３）研修方略 

  ①当院、あるいは東海大学医学部付属病院で１ヶ月から２ヶ月間研修する 

  ②病棟チームに所属し、入院診療を行う 

  ③週に一度の所属長回診、全体カンファレンス、毎日夕方の病棟回診があり、研修医は自分の患者について 

のプレゼンテーションを行う 

  ④月数回の当直は一般小児科臨床の良い機会である 

  ⑤外来処置番を担当し、小児科特有の処置を多数経験する 

 

東京都地方会、各種研究会において発表の機会を設け、症例呈示のスキルアップを図る。 

 

評価方法（EV）： 

 臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 



  

 八王子病院（産婦人科） 

 

一般目標（GIO）：  

生涯医師として研修を続けるために、女性特有の諸問題に配慮しつつ産婦人科のプライマリーケア（周産期医

療を含む）および産婦人科救急医療に必要な臨床能力と技能を習得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

（１）正常妊娠・正常分娩・正常産褥の管理の要点について説明ができる。 

（２）正常妊娠・正常分娩・正常産褥の経過を理解し、妊産婦に指導できる。 

（３）異常妊娠・異常分娩・異常産褥の診断と病態とリスク因子が説明できる。 

（４）分娩直後の新生児の評価ができる。 

（５）胎児心拍陣痛図の結果を解釈して、上級医に報告できる。 

（６）急速遂娩の適応と方法について説明できる。 

（７）救急現場で鑑別すべき婦人科的疾患を列挙でき、鑑別に必要な検査について説明できる。 

（８）子宮・卵巣疾患の良性・悪性の鑑別)診断について説明できる。 

（９）産婦人科疾患（主として女性生殖器悪性腫瘍）に対する検査・治療計画の立案ができる。 

（１０）外科周術期の要点を簡潔に述べることができる。 

（１１）術後創処置を実施できる。 

 

経験目標および研修方略（LS）：  

（１）経験すべき診療法・検査・手技 

①内診・腟鏡診ができる。 

②妊婦診察手技ができる。 

③産婦人科診察所見が正しく記載できる。 

④母子モニター（ＮＳＴ等）を解説できる。 

（２）経験すべき症例・病態・疾患 

①分娩（正常分娩、帝王切開）の患者を診療チームとして受け持ち治療する。 

②婦人科腫瘍の患者を診療チームとして受け持ち治療する。 

③婦人科の患者を診療チームとして受け持ち治療する。 

（３）特定の医療現場の経験 

①正常分娩の介助ができる。 

②会陰切開とその縫合ができる。 

③手術第２助手までができる。（対象疾患は＊＊） 

④産婦人科手術症例を受け持ち、その診断・検査・術後管理等について症例レポートを提出する。 

（４）研修方略 

①カンファレンス（週 4回） 

②ケースプレゼンテーション（回診、カンファレンスなど） 

③臨床実習 

 

 

 

 



  

＊＊対象症例 

産科：帝王切開、流産手術、頸管縫縮術 

婦人科：開腹手術（子宮筋腫、卵巣腫瘍、婦人科悪性腫瘍） 

可能であれば腹腔鏡手術 

 

評価方法（EV）： 

臨床研修医の評価は、オンライン研修評価システムＥＰＯＣ：Evaluation System of Postgraduate 

Clinical Trainingを用い、臨床研修医による自己評価、指導医による臨床研修医の評価を行う。 

 

研修スケジュール概要 

研修期間に東海大学医学部付属八王子病院、付属病院、のいずれかで２か月間研修する。 

（１）病棟カンファレンス      毎週月曜日 １６：３０～１７：３０  

（２）周産期・産科カンファレンス  隔週水曜日  ８：００～ ８：３０  

（３）病理カンファレンス      隔月火曜日 １６：３０～１８：００  

（４）画像カンファレンス      毎週月曜日 １６：３０～１７：３０  



  

 八王子病院（整形外科） 

 

一般目標（GIO）： 

骨、関節、筋、靱帯、脊椎・脊髄、末梢神経などの極めて広範囲の運動器疾患、外傷を扱う整形外科を理解し

たプライマリーケアーを行える臨床医となるために、社会情勢に即した患者、家族のニーズに配慮し、基本的知

識、診断、診察、手術手技を習得する。 

 

行動目標（SBOs）：  

1. 骨、関節など整形外科学的な診察の要点が説明できる。 

2. 適切な X線撮影の指示ができる。 

3. 神経学的診察、記載ができる。 

4. 神経、血管、腱損傷の診断ができる 

5. 骨折、脱臼の合併症を説明できる。 

6. 各種画像検査の意義と所見について説明ができる。 

7. 清潔操作を理解し処置できる。 

8. 局所麻酔、簡単な縫合ができる。 

9. 簡単な骨折、脱臼の整復、外固定ができる。 

10.整形外科的薬物療法を説明できる。 

11.骨粗鬆症の病態と治療法が説明できる。 

12.手術の助手として参加できる。 

13.術前、術後の指示ができる。 

14.牽引（介達、鋼線）ができる。 

15.カンファレンスで症例をプレゼンテーションできる。 

 

研修方略（LS）： 

・入院患者：指導医のもと担当医とともに、１０名程度受け持つ 

・病棟回診、週１回のカンファレンスにおいて、受け持ち症例に対する理解を深めるとともに、他の症例につ 

いても理解しチーム医療を学ぶ。 

・当直の際に、上級医とともに救急患者の診察、初期治療について研修する。 

・検査：単純レントゲン、CT、MRIの指示の出し方や、脊髄造影、関節造影検査手技の習得ならびに読影につ 

いて習得する。 

・治療：初期治療について理解し、基本的治療手技や手術手技を習得するとともに、手術の助手として参加す 

る。 

 

週間予定 

  8：00  8：30    9：00             16：00 17：00 

月      包交回診   病棟業務または手術助手     回診   カンファレンス 

火            病棟業務または手術助手     回診 

水      包交回診   病棟業務または手術助手     回診 

木             病棟業務または手術助手     回診 

金      包交回診   病棟業務または手術助手     回診 

土 医局会        病棟業務または手術助手 



  

評価方法（EV）： 

研修態度を含み、全科共通のEPOCを用い、自己評価、指導医による評価を行う。 

整形外科退院サマリーを 10症例以上記載し、指導医または上級医が検閲し合格していることが必須である。 

 

付記 

EPOCの中で、特に整形外科で経験しておく病態、疾患・外傷 

1 腰椎椎間板ヘルニア 

2 腰部脊柱管狭窄症 

3 頚椎症性脊髄症 

4 肩腱板断裂 

5 手根管症候群 

6 変形性関節症（股関節、膝関節） 

7 大腿骨頸部骨折、転子部骨折 

8 橈骨遠位端骨折 

 

その他 

東京、神奈川など関東圏で随時開催されている各種研究会、学術集会に参加し研鑽に努める。 

 



  

 池上総合病院  

 

池上総合病院は都内大田区の東急池上線池上駅から徒歩1分という交通便利な立地にあり、24の診療科、384

床（一般病床 290 床うちＥＲ16 床・ＩＣＵ14 床、療養型 94 床）からなる総合病院である。東海大学付属病院

協力型臨床研修病院として、東京都二次救急医療機関、東京都 CCU ネットワーク加盟施設、各専門科指導認定

施設などの認定を受けているため、内科系の各科、各種疾患について、救急医療、急性期医療、慢性期医療、高

齢者医療に至るまで幅広い研修が可能であり、さらに、当院の臨床研修の大きな特徴として、自ら希望する分野

を自由に選択でき、各診療科のプログラムを経験できることにある。 

 

一般目標 

医師としての人格の育成と社会的役割の認識、プライマリケアに基づく総合診療能力（全人的診療）の習得を

目標とする。全身の系統的な身体診察および医療面接を適切に実施でき、その内容を的確に記載できる。病態と

臨床経過から必要な検査と適応を判断し結果の解釈ができる。様々な基本的手技を経験し､自らが実施できる。

適切な診断と基本的治療法の適応を決定できる。患者様の人権、医療安全（医療事故防止）、他部署との連携に

も十分配慮できる。 

 

・ 各科プログラム 

各科専門医とともに症例を受け持ちながら診断、治療を行う。消化器内科、循環器内科、神経内科、内分泌・

糖尿病内科、呼吸器内科、腎臓医療センターの中から自由に選択、ローテートする中で病棟回診、救急外来、検

査処置、症例検討会にも積極的に参加する。専攻する診療科以外の臨床にも幅広く興味を持ちながら経験を積み

重ね、プライマリケアに重点をおき、必要な知識と技術を習得しつつ、将来の内科認定専門医資格の取得に大い

に役立つ研修を行う。 

 

消化器内科 

消化器の解剖・生理の理解、基本的診察法の実践、血液検査の評価、消化管造影、通常観察内視鏡、腹部超音

波検査などスクリーニング検査、手技見学、評価から開始し、自ら実施できるようにする。症例に応じてＥＲＣ

Ｐ、超音波内視鏡、小腸内視鏡、カプセル内視鏡、治療内視鏡（内視鏡的止血術、硬化療法、ＥＭＲ、ＥＳＤ、

ＥＳＴ、ＥＢＤほか）、胃瘻造設、肝生検、肝ラジオ波凝固、腹部血管造影・インターベンション（ＴＡＥ、Ｂ

ＲＴＯ、ＰＳＥほか）、消化管ステント留置、経皮的穿刺術（ＰＴＣＤ、ＰＴＧＢＤほか）、イレウスチューブ挿

入管理など、その診断と適応を適切に判断し、治療技術を会得する。 

 

循環器内科 

 東京都 CCU ネットワークに参加し、心臓血管外科とともにハートセンターを設立し、密接な連携のもと救急

医療の最先端を体験できる体制にある。内容は CCU、循環器病棟、外来における虚血性心疾患、心不全、不整

脈、弁膜疾患、心筋疾患、血管疾患の診断と専門的治療で、心電図（多段階運動負荷やホルター心電図）、心臓

エコー、心筋核医学検査、心臓カテーテル検査およびカテーテルインターベンション、電気生理学的検査、アブ

レーション、ペースメーカー・植込み型除細動器植込術、下大静脈フィルター留置、ＩＡＢＰなどの専門的知識

と経験を身につける。 

 

 

 

 



  

神経内科 

 急性期・慢性期脳血管障害、変性症、神経系感染症、脱髄性疾患、脊髄疾患、末梢神経疾患、筋肉疾患などを

学ぶことができる。神経診断学の理論と実践、神経検査法（腰椎穿刺、脳波、連携施設において施行される筋電

図）の習得、最新鋭画像機器（６４列マルチスライス、ＣＴ、ＭＲＩ、ＲＩ、頚動脈超音波）を駆使して神経疾

患の早期発見、原因追及および治療にあたる。眼瞼痙攣、顔面痙攣、及び脳血管障害後の片麻痺（上下肢痙痺縮）

に対するボトックス療法なども体験、習得できる。 

 

内分泌・糖尿病内科 

下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎などの内分泌疾患、電解質異常のほかにも糖尿病、高脂血症、肥満などの代

謝疾患患者を担当し、これらの疾患の病態・診断・治療と臨床栄養、患者教育も研修する。糖尿病性昏睡、糖尿

病合併症の管理、経口血糖降下剤やインスリン製剤の特徴を熟知する。その他、必要な検査法（特殊化学検査法、

内分泌負荷試験、インスリン分泌及び感受性をはじめとする諸種負荷試験等）、運動療法について研修する。 

 

呼吸器内科 

肺炎、気管支炎、肺結核症などの感染症、気管支喘息、肺気腫、良性・悪性肺腫瘍（肺癌）、自然気胸、膿胸、

睡眠時無呼吸症候群、特発性間質性肺炎や肺線維症、在宅酸素療法ついて研修する。呼吸器疾患の病態を理解し、

疾患の診断手順と治療を学ぶ。気道確保などの基本的手技、酸素療法や人工呼吸器管理を習得する。 画像診断、

肺機能検査、気管支内視鏡検査、胸腔ドレナージなどの知識と技術の習得に努める。 

 

腎臓医療センター 

腎疾患ならびに末期腎不全患者の病態や合併症について、診断に必要な検査と治療を研修する。血液透析につ

いては導入、維持療法とも豊富な症例を有し、シャント血管内治療を実施する。 

 

研修スケジュールについては各科で内容が異なるため記載できません。 



  

 東名厚木病院  

（消化器内科） 

 

一般目標 

 当院では、救急医療と保健予防活動・プライマリーケアの総合的臨床能力を有する医師の育成を目的としてい

る。さらに、消化器疾患を有する患者の栄養管理、血液検査所見、画像診断の実践を通じ、単に消化器疾患のみ

に限らず、広く内科全体にわたる知識と患者への対応を習得することを目的とする。 

  

専門的目標 

１．消化器疾患に関連した検査項目（血液検査、内視鏡、超音波検査、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、消化管造影 

など）について説明できる。 

２．基本的手技（ＮＧチューブ挿入と管理、イレウスチューブの挿入と管理、中心静脈カテーテルの挿入と管理、 

腹水穿刺など）を安全に配慮して行う。 

３．消化器疾患における緊急時の対応の基本的処置を習得する。（消化管出血、腹痛、腸閉塞、黄疸、肝性脳症、 

胆石発作など） 

４．消化管内視鏡の基本的技術と所見について学習し、実際の検査についても経験する。 

５．腹部血管造影、TACE（肝動脈塞栓術）、BRTO（バルーン下逆行性経静脈塞栓術）、PSE（部分的脾動脈塞 

栓術）は助手として参加し、その内容について説明できる。 

 

カンファレンス・セミナー等の参加について 

１．回診 

 ・月～土 午前中 

２．カンファレンス 

 ・毎週木曜日 １５時～ 

 ・毎週金曜日  ８時～ 

３．勉強会 

 ・毎週月曜日  ８時～ 

 

その他 

医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日 ８時～ 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  勉強会 
９：００  病棟業務 
 
１４：００ ＣＦ 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  病棟業務 
 
 
 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  病棟業務 
９：３０  ＧＩＦ 
 
１３：００ 病棟業務 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  病棟業務 
 
 
１５：００ カンファレンス 
 
１７：３０ 終了 

金 土 日  

８：００  カンファレンス 
９：３０  ＧＩＦ 
 
１３：００ 病棟業務 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  病棟業務 
 
１３：００ 終了 

 

 



  

 

 東名厚木病院  
（循環器内科） 
 
一般目標 
 救急医療、プライマリ・ケアを学んでいく上で、頻度の多い虚血性心疾患、心不全、不整脈などの代表的循環

器疾患に対する診断、治療能力を身につけることは今後の一般医の基礎としても重要であると思われる。研修で

は専門医の下で、心不全、急性心筋梗塞などのACS、頻拍性不整脈の非薬物治療を中心とした治療に参加して実

際に即した指導を行う。 
 各疾患の症候、所見、検査結果、画像の解釈、基本的薬剤の使用法、画像検査の基本的な読影およびそれら疾

患に対する治療を理解してもらう。 
 また一般医師として高血圧症の対応、補液法の基礎も必要となる。 
 
専門的目標 
 循環器内科各疾患の症候、身体所見、検査結果、画像の解釈、基本的薬剤の使用法のほか、カテーテル、心エ

コーなど画像検査の基本的な読影およびそれら疾患に対する治療を理解してもらう。心電図に対する理解も重要

である。 
 また、一般医師として高血圧症の対応、補液法の基礎も習得することを目的とする。 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・新患カンファレンス 

月・火・水・金 8時半～  
・病棟カンファレンス 

月・木 10時～ 
・内科カンファレンス 

月 14時～ 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 

 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ 新患ｶﾝﾌｧ 新患ｶﾝﾌｧ 新患ｶﾝﾌｧ 抄読会 新患ｶﾝﾌｧ 医局会 

9：00～12：00 病棟 

救急、外来 

病棟 

救急、外来 

病棟 

救急、外来 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急、外来 

13：00～17：15 ｶﾃｰﾃﾙ 

検査、治療 

救急 

心ｴｺｰ 

経食ｴｺｰ 

ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ 

ｶﾃｰﾃﾙ 

検査、治療 

救急 

ｶﾃｰﾃﾙ 

検査、治療 

心臓電気生理検

査 

救急 

心ｴｺｰ 

 

 10：00 

病棟ｶﾝﾌｧ 

14：00内科ｶﾝﾌｧ

回診 

  10：00 

病棟ｶﾝﾌｧ 

 

 

 

 

 

 



  

 東名厚木病院  
（腎臓内科） 
 
一般目標 
 内科全般を学んでいく上で、頻度の多い糖尿病について初期から末期まで一貫して研修が必要である。外来に

てスクリーニング、３大合併症の評価、初期の栄養指導の治療、入院でインスリン導入の治療、また末期の腎不

全に関しての治療が研修できる。まさに糖尿病のすべての段階の診断治療、合併症治療を学ぶ事が出来る。また、

救急の件数が多いため急性腎不全の診断治療も経験する事が出来る。 
 腎臓外来にて腎炎の保存的治療を経験でき、さらに内分泌専門外来も行っているので、各種内分泌疾患も経験

出来る。 
 
専門的目標 
 糖尿病の診察と検査の評価（合併症を含めて）   
 糖尿病の治療（栄養指導、経口服薬、インスリン） 
 慢性腎不全の病態理解  
 慢性腎不全の保存的治療 
 慢性腎不全の血液透析療法、CAPD療法 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・新患カンファレンス 
 月曜8時半～ 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 
 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ 新患カンファレ

ンス 

回診 

病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 医局会 

9：00～12：00 内分泌外来(HD回

診) 

HD回診 腎臓外来 

(HD回診) 

病棟 ＨＤ回診 ＨＤ回診 

13：00～17：15 ＨD回診 

 

腎臓外来 外来 病棟 ＨＤ回診 

検査 

 

 



  

 東名厚木病院  

（外科） 
 
一般目標 
 １年次に４ケ月間（必須）の研修を行う。一般外科に必要な基礎的知識、技術を習得する。悪性腫瘍疾患に対

しては外科的治療のみならず化学療法なども含めた集学的治療を学んでいただく。更に癌末期患者の緩和ケア医

療の基本も習得できる。 
 
専門的目標 
 研修医は指導医のもと、外来及び入院診療に参加して外科医として必要な知識、技術、態度を身につけ外科疾

患に対して適切な判断処置が行えるようにする。 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・術後症例検討会 

月曜 8時～ 
・術前症例検討会（コメディカルも交えて） 

火曜、木曜 ８時半～ 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 

 
 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ 術後症例検討会 術前症例検討会  術前症例検討会  医局会 

 

9：30～12：00 回診 回診 回診 回診 回診 

 

回診 

手術 検査 手術 手術 検査 

 

13：00～19：00 手術 検査 手術 手術 

 

手術及び基礎実

習 

 

19：00～  抄読会   

 



  

 東名厚木病院  

（呼吸器科） 
 
一般目標 
 一般外科、内科を研修し、それぞれの疾患概念を修得したのち、呼吸器疾患について肺炎、喘息、肺腫瘍、胸

部外傷等、緊急時にも対処できるような医療技術を身につける。 
 またそれぞれの分野で内科的概念を身につけて対処できることが目的で、レントゲンの読影ＣＴの読影を身に

つける。外科分野では助手を務められるようにする。また、症例検討会においては、主な発表者となり、質疑応

答に迅速に対応できるようにする。病棟ではチーム医療を率先し、医療に携わるすべての職種の方と緊密な交流

を持つ。また、外来では、上級医師と共に、一般外来を経験し、特殊な病態についての迅速な判断力を養う。 
 
専門的目標 
 呼吸器外科、呼吸器内科の疾患を受け持ち、それぞれの疾患特性、病態、治療を理解し、緊急時にも対応のと

れる素養を身につけることを目的にする。 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・カンファレンス 

月曜 午後 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 

 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ グループ 

回診 

グループ 

回診 

グループ 

回診 

 グループ 

回診 

医局会 

9：00～12：00 病棟回診 外来 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

13：00～17：15 回診 

カンファレンス 

気管支鏡検査 

定期手術 気管支鏡検査 検査 

症例検討 

検査 

救急 

 

 



  

 東名厚木病院  

（整形外科） 
 
一般目標 
 ２年次の選択ローテート科の中で研修する。目標は運動器救急疾患・外傷に対応できる基本的能力を修得する

こと及び適正な診断を行うために必要な運動器慢性疾患の重要性と特殊性について理解、修得することである。

特に救急病院としての性格上外傷症例は数多く、正確なる診断と安全な治療を行うためにその基本的手技の修得

は必須である。 
 
専門的目標 
 Ｐｒｉｍａｒｙ Ｃａｒｅにおける運動器整形外科関連疾患に対して、適切な診断治療ができるようになる。 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・カンファレンス 
  月～金 8時半～ 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 

 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ カンファレンス カンファレンス カンファレンス カンファレンス カンファレンス 医局会 

9：00～12：00 外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

 

外来 

病棟 

手術 

13：00～17：15 手術 

病棟 

手術 

病棟 

ﾘﾊｶﾝﾌｧ病棟 病棟 手術 

病棟 

 

 



  

 東名厚木病院  

（脳神経外科） 
 
一般目標 
 救急医療、プライマリ・ケアを学んでいく上で、神経疾患に対する診断能力を身につけることは重要であると

思われる。 
研修では専門医の下で、神経学的診察法を身につけ、各種神経疾患の診断と治療を学ぶ。脳脊髄の画像、電気

生理学的検査の基本的な読影を理解してもらう。 
 
専門的目標 
 第一線の医療現場において神経疾患を判別し、適切に処置できるようにする。 
 
カンファレンス・セミナー等の参加 
・症例カンファレンス 
  月～土 8時～ 
 
その他 
医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時～ 

 
週間予定表 

 月 火 水 木 金 土 
8：30～ 症例カンファレ

ンス 

症例カンファレ

ンス 

症例カンファレ

ンス 

症例カンファレ

ンス 

症例カンファレ

ンス 

症例カンファレ

ンス 

医局会 

9：00～12：00 病棟 

救急 

 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

13：00～17：15 脳外回診 

救急 

 

 

チーム回診 

救急 

病棟 

定期手術 病棟 

救急 

病棟 

救急 

 



  

 東名厚木病院  

（救急部） 

 

一般目標 

 救急部での研修は、まず来院された患者さんの重症度を、出来るだけ早く診断し、適切な初期治療ができる能

力を身につけることを目的にしています。 

  

行動目標 

多数のいろいろなジャンルの救急患者を診察することで、軽症と思える患者の中に、くも膜下出血、心筋梗塞、

大動脈解離、肺梗塞などの致命的疾患がまぎれていることもあり、それらの患者を見逃さない目を持つこと、そ

の際、各科専門医が治療を開始するまで適切な検査、初期治療を行なえる能力を身に付けることも、重要視して

います。 

 

カンファレンス・セミナー等の参加について 

 毎週金曜日８：００～９：００ 救急カンファレンス 

 

その他 

 医務部症例検討会 毎月第２・第３土曜日 ８時～ 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：００  救急カンファレンス 
９：００  救急室 
 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  救急室 
 
 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  救急室 
 
 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  救急室 
 
 
 
１７：３０ 終了 

金 土 日  

８：３０  救急室 
 
 
 
１７：３０ 終了 

８：３０  救急室 
 
１３：００ 終了 
 
 

 

 



  

 伊勢原協同病院  
（内科） 

 

プログラムの管理・運営 

内科に配属された２名程度の研修医に対して，臨床経験５年以上の上級医が各々組み合わせとなり，直接指導

を行う。少なくとも１名の指導医がこれらの研修医の指導にあたり，診療計画の推進にあたる。 

＜外来診療＞ 

原則として，入院患者の診療を基本とするが，外来診療を体験させるために，週一回のみ外来診療の補助をす

る。外来患者採血は臨床検査技師に委託する。 

＜当直業務＞ 

研修医は２名の組み合わせで夜間の内科の救急患者の診療にあたる。当直業務の翌日は原則として休日とする。 

 

プログラムの指導者 

１）プログラム責任者 

・田爪 圭 血液内科副部長 

 

一般目標 

初期臨床研修の中で，一般臨床医として基本となる考え方，臨床技術，治療を学ぶ。特に，プライマリ・ケア

の場面で頻回に遭遇する主訴にどのように対応し，検査・治療を進めるかという点を重視する。 

 

行動目標 

(1) 患者―医師関係 

・患者の社会的側面を配慮した意思決定ができる。 

・守秘義務の徹底。 

(2) チーム医療 

(3) 問題対応能力 

(4) 安全管理 

(5) 医療面接 

・患者の的確な問診ができる。 

・コミュニケーションスキルの習得 

(6) 症例提示 

(7) 診療計画 

・クリニカルパスの活用 

・リハビリテーション，在宅医療，介護を含めた総合的治療計画に参画できる。 

(8)医療の社会性 

・医療保険制度 

・社会福祉，在宅医療 

・医の倫理 

・麻薬の取り扱い 

・文書の記録，管理について 

 

 



  

経験目標 

Ａ 基本的な診察法 

・全身の観察ができ，記載できる。 

・頭頚部の観察ができ，記載できる。 

・胸部の診察ができ，記載できる。 

・腹部の診察ができ，記載できる。 

・神経学的診察ができる。 

 

Ｂ 以下の項目について自分で検査ができる。 

・検尿* 

・検便* 

・血算* 

・血液型判定・クロスマッチ* 

・出血時間* 

・動脈血ガス分析 

・心電図 

・グラム染色* 

・簡易型血糖測定 

・パルスオキシメトリー 

＊については検査部門が中心となって，別途教育実習を行う。 

 

Ｃ 以下の検査の選択・指示ができ，結果を解釈することができる。 

・血液生化学 

・腎機能検査 

・肺機能検査 

・詳細な細菌学的検査 

・髄液検査（採取された標本を自分で検査できる） 

・単純レントゲン検査 

・腹部・心臓超音波検査 

・消化管造影検査 

・CT検査 

・MRI検査 

・RI検査 

・内視鏡検査 

・血管造影検査 

・脳波・筋電図 

 

Ｄ 以下の基本的治療行為を自らできる。 

・薬剤処方 

・輸液・輸血 

・抗生剤・抗腫瘍剤の投与 

・食事・生活指導 



  

・注射法 

・採血法 

・穿刺法（腰椎，胸腔，腹腔）を指導医のもとに行う 

・導尿法 

・浣腸・胃管挿入 

・中心静脈栄養，経腸栄養の管理 

・簡易血糖測定およびスライデイング・スケール 

・酸素投与 

 

Ｅ 経験すべき疾患 

厚生労働省「臨床研修医の到達目標」参照 

 

Ｆ 以下の件について専門家にコンサルテーションができる。 

・様々な疾患の手術適応 

・放射線治療 

・リハビリテーション 

・精神・身心医学的治療 

 

Ｇ 末期医療に対処する。 

 

研修スケジュール 

内科 

        9   10   11   12   1     2     3     4     5      6 

月 病棟勤務 カンファレンス 

火 外来 病棟勤務 カンファレンス 

水 病棟勤務 

木 病棟勤務 症例カンファレンス 

金 病棟勤務 

土 病棟勤務                                 

 

 



  

 伊勢原協同病院  

（消化器内科） 

 

プログラムの管理・運営 

消化器科に配属された２名程度の研修医に対して，臨床経験５年以上の上級医が各々組み合わせとなり，直接

指導を行う。少なくとも 1名の指導医がこれらの研修医の指導にあたり，診療計画の推進にあたる。 

＜外来診療＞ 

原則として，入院患者の診療を基本とするが，外来診療を体験させるために，週一回のみ外来診療の補助をす

る。外来患者採血は臨床検査技師に委託する。 

 

プログラムの指導者 

１）責任者 

・消化器内科   大野 隆   副院長（日本消化器病学会専門医） 

２）指導医 

・消化器内科   小野 弘二  部長 

 

一般目標 

初期臨床研修の中で，一般臨床医として基本となる考え方，臨床技術，治療を学ぶ。特に，プライマリ・ケア

の場面で頻回に遭遇する主訴にどのように対応し，検査・治療を進めるかという点を重視する。 

 

行動目標 

(1) 患者―医師関係 

(ア) 患者の社会的側面を配慮した意思決定ができる。 

(イ) 守秘義務の徹底。 

(2) チーム医療 

(3) 問題対応能力 

(4) 安全管理＊ 

(5) 医療面接＊ 

(ア) 患者の的確な問診ができる。 

(イ) コミュニケーションスキルの習得 

(6) 症例提示 

(7) 診療計画 

(ア) クリニカルパスの活用 

(イ) リハビリテーション，在宅医療，介護を含めた総合的治療計画に参画できる。 

(8) 医療の社会性 

(ア) 医療保険制度 

(イ) 社会福祉，在宅医療 

(ウ) 医の倫理 

(エ) 麻薬の取り扱い 

(オ) 文書の記録，管理について 

 

 



  

経験目標 

Ａ 基本的な診察法 

・全身の観察ができ，記載できる。 

・頭頚部の観察ができ，記載できる。 

・胸部の診察ができ，記載できる。 

・腹部の診察ができ，記載できる。 

・神経学的診察ができる。 

 

Ｂ 以下の項目について自分で検査ができる。 

・検尿* 

・検便* 

・血算* 

・血液型判定・クロスマッチ* 

・出血時間* 

・動脈血ガス分析 

・心電図 

・グラム染色* 

・簡易型血糖測定 

・パルスオキシメトリー 

＊については検査部門が中心となって，別途教育実習を行う。 

 

Ｃ 以下の検査の選択・指示ができ，結果を解釈することができる。 

・血液生化学 

・腎機能検査 

・肺機能検査 

・詳細な細菌学的検査 

・髄液検査（採取された標本を自分で検査できる*） 

・単純レントゲン検査* 

・腹部・心臓超音波検査* 

・消化管造影検査* 

・CT検査* 

・MRI検査* 

・RI検査* 

・内視鏡検査* 

・血管造影検査* 

・脳波・筋電図* 

＊については別途教育セッションを行う。 

 

Ｄ 以下の基本的治療行為を自らできる。 

・薬剤処方 

・輸液・輸血 

・抗生剤・抗腫瘍剤の投与 



  

・食事・生活指導 

・注射法 

・採血法 

・穿刺法（腰椎，胸腔，腹腔）を指導医のもとに行う 

・導尿法 

・浣腸・胃管挿入 

・中心静脈栄養，経腸栄養の管理 

・簡易血糖測定およびスライデイング・スケール 

・酸素投与 

 

Ｅ 経験すべき疾患 

厚生労働省「臨床研修医の到達目標」参照 

 

Ｆ 以下の件について専門家にコンサルテーションができる。 

・様々な疾患の手術適応 

・放射線治療 

・リハビリテーション 

・精神・身心医学的治療 

 

Ｇ 末期医療に対処する。 

別途教育セッションを設ける。 

 

研修スケジュール 

消化器科 

    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18 19 20 

月 病 棟 内視鏡 病棟 大腸鏡、ＥＲＣＰ，等特殊検査 病棟 
カンファ

レンス 

火 病 棟 消化管造影検査 病棟 大腸鏡、ＥＲＣＰ，等特殊検査 病棟 
症例カンファレ

ンス 

水 病 棟 エコー検査 病棟 

木 病 棟 外来 病棟 当直（消化器科当直時） 

金 病 棟 内視鏡 病棟 大腸鏡、ＥＲＣＰ，等特殊検査 病棟 

土 病棟 外科合同カンファレンス 総括 

 



  

 伊勢原協同病院  

（循環器内科） 

指導責任者 

 竹内 博樹  循環器内科副部長 

研修目標 

基

本

的

診

断 

・

検

査

法 

一般目標 

基本的診断・検査法の適応について理解し、結果を解釈できるようになる 

到達目標 

カンファレンス、回診を通して疾患を理解する 

患者を通して、検査結果の意味を理解する 

患者を通して、検査の進め方を学ぶ 

心電図を判読できる 

心エコー図検査の所見を理解できる 

スワンガンツカテーテルから得られる、心疾患急性期の血行動態を理解できる 

心臓カテーテル検査の結果を理解し、冠動脈造影の読影ができる 

心臓核医学検査の結果を理解できる 

基

本

的

治

療

法 

一般目標 

基本的治療法を習得する 

到達目標 

患者を通して、心不全の治療法を体得する 

患者を通して、虚血性心疾患の治療法を体得する 

患者を通して、心臓弁膜症の治療法を体得する 

患者を通して、各種不整脈の治療法を体得する 

患者を通して、高血圧の治療法を体得する 

循環器系薬剤の特徴を理解し、適切な使用法を体得する 

電気的除細動ができる 

体外式ペースメーキングができる 

基

本

的

手

技 

一般目標 

基本的手技を習得する 

到達目標 

心電図が記録できる 

運動負荷検査ができる 

心エコー図検査ができる 

スワンガンツカテーテルが挿入できる 

 



  

経験が望まれる症状・疾患 

経験が望まれる症状 

胸痛、胸部圧迫感 浮腫 

動悸、心悸亢進 ショック 

呼吸困難 チアノーゼ 

失神  

経験が望まれる疾患 

心不全 心臓弁膜症 

心筋梗塞 先天性心疾患 

狭心症 各種不整脈疾患 

心筋症 肺高血圧 

心筋炎 動脈疾患 

心膜炎 高血圧 

感染性心内膜炎 高脂血症 

 

研修内容 

１）外来 指導医の補助医として外来診療に参加し、幅広い症例を経験しながら基本的な診察法、診断法など  

を習得する。 

２）病棟 指導医の下で入院患者の受持ち医として診療にあたる。また、指導医の指示により、適宜当直を行

い、緊急時、急変時の対応を経験する。 

３）カンファレンス等 各種カンファレンス、抄読会、回診に参加する。 

 

研修に関する週間スケジュール 

 午前 午後 夕方以降 

月 
運動負荷検査 

（心筋シンチグラム） 
心臓カテーテル 

心電図判読 

病棟カンファレンス 

火 
運動負荷検査 

（トレッドミル） 
心エコー見学 

心電図判読 

病棟カンファレンス 

水 心臓カテーテル 心臓カテーテル 心カテカンファレンス 

木 病棟研修 
運動負荷検査 

（トレッドミル） 

心エコー判読 

心電図判読 

病棟カンファレンス 

金 病棟研修 病棟研修 
心電図判読 

病棟カンファレンス 

土 外来研修   



  

 海老名総合病院 総合診療科  

（病棟） 

一般目標（GIO；general instructional objective） 

臨床医として必要とされる基本姿勢を作り上げるために必須の基本的知識、手技、態度を見て学び、自ら実践

し、修得する。そして、一人の患者を幅広く診療する態度を理解する。 

 

※海老名総合病院・総合診療科のミッション； 

海老名地区を中心とした地域の急性期医療を担い、安定した医療を提供する。そして、グローバルスタンダード

なジェネラリストを養成する医療機関として、 日本の総合診療の発展に貢献する。  

 

 

行動目標（SBOs；specific behavioral objectives） 

（１）患者、家族に対し、社会人として適切に対応できる（挨拶、基本的マナー等）。 

（２）病院スタッフと良好にコミュニケーションを図ることができる。 

（３）患者、家族から適切な情報・病歴収集をとることができる。 

（４）患者から適切な身体所見をとることができる。 

（５）患者の様々な問題点を見出し、プロブレムリストを列挙できる。 

（６）患者の症状、徴候等から必要とされる検査をオーダーできる。 

（７）患者にスタンダードな治療を提供できる。 

（８）患者を適切なタイミングで他科コンサルテーションができる。 

（９）臨床上の疑問を適切な二次資料を用いて、調べる事ができる。 

（10）患者から得られた情報をまとめ、症例提示ができる。 

 

 

カンファレンス、セミナー； 

研修医症例カンファレンス                   1回/週（4回/月） 

多職種カンファレンス                     1回/週（4回/月） 

プライマリ・ケア レクチャーシリーズ(webレクチャー)     1回/週（4回/月） 

プライマリ・ケア カンファレンス(webレクチャー)       1回/週（4回/月） 

大船 GIMカンファレンス                    4回/年 

院内グランドカンファレンス、CPCへの参加 

 

 

その他； 

各研修医に配布する海老名総合病院総合診療科臨床研修医ガイドについては、別紙参照。 

 



  

海老名総合病院・総合診療科～臨床研修医ガイド～ 

０．はじめに 

初期研修の 2年間というのは医師として非常に重要な時期であり、少しでも学びの多い総合診療科ローテーシ

ョンとすべく、総合診療科研修中はこのガイドに従って研修を行うものとする。 

 

初期臨床研修医は主に病棟患者の担当、救急患者の対応をおこなう。希望があれば外来研修も可能である。基本

的には、特定の指導医とチームを組み、患者を担当する。 

当直業務は 4回/月。外部施設の研修医については応相談。 

 

１．週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

7:30   プライマリ・ケア 

カンファレンス 

プライマリ・ケア レクチ

ャーシリーズ 

  

8:00 内科合同 

ミーティング 

病棟カンファレ

ンス 

回診 病棟カンファレンス 病棟カンファレ

ンス 

病棟カンファレ

ンス 

8:40  当直申し送り 当直申し送り 当直申し送り 当直申し送り 当直申し送り 

午前 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 

午後 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟  

16:00    多職種カンファレンス   

18:00    研修医カンファレンス   

*回診・病棟患者カンファレンスでは、担当患者のプレゼンテーションをおこなう 

*多職種カンファレンス・・・病棟患者についての情報を共有する多職種参加型のカンファレンス。研修医も参

加し、発表・進行役を担う。 

*研修医カンファレンス・・・当院にて研修中の臨床研修医が参加必須の勉強会。 

症例検討、ミニレクチャーなどを、研修医が主体となって運営している。 

*プライマリ・ケアカンファレンス、プライマリ・ケアレクチャー・・・web視聴型のレクチャー 

 

２．病棟業務ルール 

①病歴聴取＆身体診察； 

・相手が認知症など、コミュニケーションが困難な患者であっても挨拶をした上で診療に臨むこと。病歴の確認

の際、内容によっては患者のプライバシーを十分配慮の上で聴取する。また、患者本人からの情報収集が困難な

場合には家族や施設スタッフ、更にはかかりつけ医に連絡をとり出来る限り正確かつ豊富な情報を得るように努

める。更に、必要に応じ他院やかかりつけ医に連絡し、ベースラインの情報やデータ収集も行う。身体診察の際

に、必ずプライバシーを考慮した診察をすること。 

②入院時サマリー； 

・新規患者を担当した際には、必ずその日のうちに主訴・現病歴から始まり、Problem listをリストアップし、

入院時の時点での治療・検査方針をまとめ上げること。 

③薬剤＆輸液オーダー； 

・初めて処方する処方薬、輸液については、必ず自分自身で調べ、指導医と確認の上で処方すること。病棟業務

を円滑にすべく、看護師への指示オーダーは早めに用意する。 



  

④各種疾患・病態； 

・総合診療科で経験すると思われる疾患・病態は以下の通り。 

ⅰ）呼吸器～肺炎（市中、院内）・人工呼吸管理、気管支喘息、COPD（急性増悪） 

ⅱ）消化器～消化性潰瘍、急性腸炎、大腸憩室炎 

ⅲ）内分泌～糖尿病、甲状腺機能低下症・甲状腺機能亢進症 

ⅳ）腎臓～電解質異常（低 Na血症・高 Na血症、低 K血症、高 Ca血症など）、蛋白尿・血尿 

ⅴ）循環器～心房細動、鬱血性心不全、深部静脈血栓症 

ⅵ）神経～（細菌性、ウイルス性）髄膜炎、末梢性眩暈 

ⅶ）感染症～尿路感染症、蜂窩織炎、腸腰筋膿瘍、帯状疱疹 

ⅷ）老年～褥瘡（圧迫潰瘍）、虚弱高齢者 

ⅸ)膠原病～痛風・偽痛風、SLE、皮膚筋炎・多発筋炎、リウマチ性多発筋痛症、乾癬性関節炎 

ⅹ)その他～不明熱、体重減少、脱水症、癌終末期 

＊尚、必ずしも治療終了まで当科で診療する訳ではなく、適宜各科専門科にコンサルトすることもある。 

⑤各種手技； 

・総合診療科で経験すると思われる手技は以下の通り。一度は指導医の処置・手技を見た上で必ず手技の手順の

復習を成書にて確認した上で、二回目より指導医指導の下で行う。 

ⅰ）中心静脈カテーテル挿入 

ⅱ）胸腔・腹腔穿刺 

ⅲ）腰椎穿刺 

ⅳ）関節穿刺（膝） 

ⅴ）気管挿管 

ⅵ）グラム染色（痰、尿、髄液など） 

⑥同意書取得； 

・同意書取得の際、必ず一度は指導医が同意書を取得している状況を見学の上で同意書を取得する（慣れないう

ちは一人では取らない）。同意書を取得する場合、指導医の名前も連名で記入すること。 

⑦病状説明； 

・病棟業務に慣れてきた後、いずれは病状説明に同席、或いは説明する立場になる。極簡単な内容であればベッ

ドサイドでの口頭による説明でも良しとするが、プライバシーに関する内容の事もある為、経過が複雑な患者、

重篤な患者、説明すべき内容がやや複雑で記録として残したほうが良いと判断される場合には、必ず指導医と同

席の上で説明用紙に記録した上で患者に手渡し、一部は病院用としてスキャナーすること（説明内容を記した説

明用紙は予め用意し指導医と説明内容について確認するのが望ましい）。 

⑧退院時サマリー、診療情報提供書； 

・患者退院後、1週間以内に作成し、指導医の添削をうける。また、退院患者を他施設に紹介する場合、入院中

に実施した採血検査、画像所見等、出来るだけ添付した上で必ず診療情報提供書を作成する。内容については指

導医のチェックを受け、記載者の欄には研修医の氏名以外に必ず指導医も連名とすること。 

⑨その他； 

・自身の業務が終了すれば、特に病院に残っている必要はない（但し、就業時間内は病院に居る事）。仕事を終

えているのであれば早めに帰宅し各自の勉強やプライベートを楽しむ時間に充てたり、疲労が強い場合には体を

休めたりするなど時間を有効に用い、翌日以降の業務に支障を来さない様に努める。十分に休養ととっても疲労

感が抜けない、熟睡出来ない、食欲が湧かない等の問題が生じた場合、早めに指導医に報告すること。 

・当直明けの午後は帰宅可。 

 



  

３．スタッフ 

①日比野 壮功 

2004年、名古屋大学医学部卒業。 

日本内科学会総合内科専門医、日本救急医学会救急科専門医、ICD制度協議会認定 Infection Control Doctor、

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定指導医、日本救急医学会 ICLS コースディレクター、

AHA-ACLSインストラクター、JMECCインストラクター 

②伊藤 謙 

 1999年、埼玉医科大学卒業。 

日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会専門医、日本透析医学会専門医、Diploma in Tropical Medicine and 

Hygiene 

③植田 ちひろ 

 2008年、筑波大学医学専門学群卒業。 

④和氣 花奈美 

2012年、島根大学医学部卒業。 

 日本内科学会認定内科医 

 



  

 平塚市民病院  

 

消化器内科プログラム 
 

氏名  
研修期間 

平成   年  月 ～ 平成  年  月 

 

【一般目標】（ＧＩＯ） 

  消化器内科における基本的知識、技能、態度を習得し、診察を行う上での消化器疾患全般にわたる基 

礎的臨床能力を習得する。 

 

【具体的目標】（ＳＢＯｓ） 

『行動目標』（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）患者－医師関係 
自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把

握できる。 
       

2）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うため

のインフォームド・コンセントが実施できる。 
       

3）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。        

4）適切な身だしなみで対応できる。        

5）適切な言葉遣いができ、患者・家族と良好な人間関係

を築ける。 
       

（２）チーム医療 
1）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーショ

ンができる。 
       

2）上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケ

ーションがとれる。 
       

3）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。        

4）患者の転入・転出に当たり、情報を交換できる。        

5）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれ

る。 
       

（３）問題対応能力 
1）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価

し、当該患者への適応を判断できる（EBM =Evidence 
Based Medicineの実践ができる。）。 

       

2）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力

の改善ができる。 
       

3）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心

を持つ。 
       

4）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力

の向上に努める。 
       

（４）安全管理 
1）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。        

2）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルな

どに沿って行動できる。 
       



  

3）院内感染対策（Standard Precautionsを含む。）を理解

し、実施できる。 
       

4）医療事故防止のためのインシデント・レポートの意義を

理解し、必要に応じ報告ができる。 
       

（５）症例呈示 
1）症例呈示と討論ができる。        

2）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加す

る。 
       

（６）医療の社会性 
1）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。        

2）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。        

3）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。        

4）医薬品や医療用具による健康被害の発生防止について理

解し、適切に行動できる。 
       

（７）電子カルテシステム入力 
1）電子カルテシステムを理解し、誤りなく活用できる。        

 

『経験目標』 

Ａ 経験すべき診察法・検査・手技 

（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）医療面接 
自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解

し、コミュニケーションスキルを身に付け、患者の解釈

モデル、受診動機、受療行動を把握できる。 

       

2）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職

業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 
       

3）患者・家族への適切な指示、指導ができる。        

（２）基本的な身体診察法 
1）全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握、皮膚や

表在リンパ節の診察を含む。）ができ、記載できる。 
       

2）腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。        

（３）基本的な臨床検査 
Ａ：自ら実施し、結果を解釈できる。（受け持ち症例でなくてもよい） 

   その他：検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。 
※必修項目 下線の検査について経験（受け持ち患者の検査として診療に活用）があること。 

1）便検査（潜血、虫卵）        

2）血算・白血球分画        

Ａ3）血液型判定・交差適合試験          

4）血液生化学的検査   
・簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など） 

       

5）血液免疫血清学的検査 （免疫細胞検査、アレルギー検

査を含む。） 
       

6) 内視鏡検査          

Ａ7) 超音波検査          

8) 単純Ｘ線検査          

9) 造影Ｘ線検査        

10) Ｘ線ＣＴ検査          



  

11) ＭＲI検査        

（４）基本的手技 
※必修項目 下線の手技 

1）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保 、中心静

脈確保）を実施できる。 
       

2）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。        

3）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。        

4) 胃管の挿入と管理ができる。        

（５）基本的治療法 
1）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備

を含む。）ができる。 
       

2）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治

療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、麻薬、血

液製剤を含む。）ができる。 

       

3）基本的な輸液ができる。        

4）輸血（成分輸血を含む。）による効果と副作用について

理解し、輸血が実施できる。 
       

（６）医療記録 
※必修項目 下線（全て）、自ら行った経験があること 

1）診療録（退院時サマリーを含む。）を POS(Problem 
Oriented System)に従って記載し管理できる。 

       

2）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。        

3）診断書、死亡診断書 、死体検案書その他の証明書 を作

成し、管理できる。 
       

4）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成

し、症例呈示できる。 
       

5）紹介状と、紹介状への返信を作成 でき、それを管理で

きる。 
       

（７）診療計画 
1）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）

を作成できる。 
       

2）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用でき

る。 
       

3）入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含

む。）。 
       

4）QOL（Quality of Life）を考慮にいれた総合的な管理計

画（リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を

含む。）へ参画する。 

       

 

Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患（２段階評価：経験あり、経験なし） 

研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期治療を

的確に行う能力を獲得することにある。 

（１）頻度の高い症状 
※必修項目 下線の症状 を経験（自ら診療し、鑑別診断を行う）し、レ

ポートを提出する。 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

1）全身倦怠感     

2）食欲不振     

3）体重減少、体重増加     

4）浮腫     

5）リンパ節腫脹     

6）発疹     

7）黄疸     



  

8）発熱     

9）嘔気・嘔吐     

10）胸やけ     

11）嚥下困難     

12）腰痛     

13）便通異常(下痢、便秘)     

14）関節痛     

15）四肢のしびれ     

16）血尿     

17）排尿障害（尿失禁・排尿困難）     

18）尿量異常     

19）不安・抑うつ     

（２）緊急を要する症状・病態 
※必修項目 下線の病態を経験（初期治療に参加）すること 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

1）急性腹症     

2）急性消化管出血     

3）急性感染症     

4）誤飲、誤嚥     

（３）経験が求められる疾患・病態 

※必修項目 

・Ａ疾患については入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出するこ

と。 

・Ｂ疾患については、外来診療又は受け持ち入院患者（合併症含む。）で自ら経験すること。 

・外科症例（手術を含む。）を１例以上受け持ち、診断、検査、術後管理等について症例レポートを提

出すること。 

※全疾患（８８項目）のうち７０％（６２項目）以上を経験することが望ましい。 

1）血液・造血器・リンパ網内系疾患 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

Ｂ[1]貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血）      

[2]白血病     

[3]悪性リンパ腫     

[4]出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）      

 2）運動器（筋骨格）系疾患 
Ｂ[1]骨粗鬆症      

 3）循環器系疾患 
Ｂ[1]動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）      

 4）呼吸器系疾患 
[1]胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）     

5）消化器系疾患 
Ａ[1]食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・

十二指腸炎）  
    

Ｂ[2]小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）     

[3]胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎）     

Ｂ[4]肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アル

コール性肝障害、薬物性肝障害） 
    

[5]膵臓疾患（急性・慢性膵炎）     

6）眼・視覚系疾患 ※合併症の患者で経験する 
Ｂ[1]屈折異常（近視、遠視、乱視）     

Ｂ[2]角結膜炎     

Ｂ[3]白内障     



  

Ｂ[4]緑内障     

7）耳鼻・咽喉・口腔系疾患 
[1]外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物     

8）感染症 
Ｂ[1]ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、

流行性耳下腺炎） 
    

Ｂ[2]細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌、クラミジア)     

[3]真菌感染症（カンジダ症）     

[4]性感染症     

[5]寄生虫疾患     

9）物理・化学的因子による疾患 
[1]環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）     

 

Ｃ 特定の医療現場の経験 

（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

必修項目にある現場の経験とは、各現場における到達目標の項目のうち一つ以上経験すること。 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）緩和ケア、終末期医療 

※必修項目 臨終の立ち会いを経験すること 

自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）治療の初期段階から基本的な緩和ケア（ＷＨＯ方式がん

疼痛治療法を含む。）ができる。 

       

2）告知をめぐる諸問題への配慮ができる。        

3）死生観・宗教観などへの配慮ができる。        

 

 

指導責任者評価 

 

 

 

 

 

 

指導責任者            印  病院長           印 

 

【研修方略及び研修スケジュール】（ＬＳ） 

（１）病棟研修では、スタッフと共に入院患者の診察・回診を行い、問題点の整理、検査・治療方針に参

加する。 

（２）外来研修では、スタッフと共に外来患者の所見・診断・治療方針の決定に関わる。 

（３）内科各種カンファレンス{内科合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（毎週月曜日）等}・抄読会・読影会・症例検討会・回診

には、必ず参加し、院内CPC・学術集会などにも出席する。 

（４）症例報告会等の学会発表会は、積極的に行う。 

（５）感染対策委員会に出席する。 

（６）内科系を実習中に当番となる日の午後外来を行う。 

 



  

 

【消化器内科】基本週間スケジュール

月曜日 昼休憩

火曜日 昼休憩

水曜日 昼休憩

木曜日 昼休憩

金曜日 昼休憩 内視鏡（下部）

病棟業務

病棟業務

救急当番

ERCP・PTCD他
消化器内科
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

外科・消化器内科・放射

線科合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

救急当番

内視鏡（上部）

病棟業務

ERCP・PTCD他

TAE・RFA・ESD・アンギオ他

８:30 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７:15

 

 

 

【評価】（Ｅｖ） 

（１）具体的目標（ＳＢＯｓ）に記載された評価表に自己評価を行い、指導責任者の評価を受け、病院長

にも確認のチェックを受ける。 

（２）症例レポートは上級医の確認を受ける。 

（３）経験例数チェック表は次のとおり確認を受ける。 

  1）各診療科をローテ―トする際は、実習の初日に指導医にこの「臨床研修経験例数チェック表」を見 

せ、研修の進捗具合や到達レベルを各指導医に把握してもらう。 

2）日々の経験をこの「臨床研修経験例数チェック表」に記録し、経験例数が増えるごとにチェックを 

追加していく。（1件～20件までは正の字でカウント） 

3）各診療科の実習が修了する月末にその診療科で経験した成果を確認してもらい、各診療科の指導責 

任者の印をもらう。 

 



  

一般外科プログラム 

（呼吸器外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科を含む） 

氏名  
研修期間 

平成   年  月 ～ 平成  年  月 

【一般目標】（ＧＩＯ） 

  侵襲的治療を行う外科臨床の実際を経験し、患者さんとのコミュニケーションの重要性、患者さんに 

やさしい侵襲的処置、外科手術の実際、周術期管理について学ぶ。 

 

【具体的目標】（ＳＢＯｓ） 

『行動目標』（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）患者－医師関係 
自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把

握できる。 
       

2）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うため

のインフォームド・コンセントが実施できる。 
       

3）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。        

4）適切な身だしなみで対応できる。        

5）適切な言葉遣いができ、患者・家族と良好な人間関係

を築ける。 
       

6）痛みを伴う手術や処置を受ける患者さんへの精神的配

慮ができる。 
       

（２）チーム医療 
1）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーショ

ンができる。 
       

2）上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケ

ーションがとれる。 
       

3）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。        

4）患者の転入・転出に当たり、情報を交換できる。        

5）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれ

る。 
       

（３）問題対応能力 
1）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価

し、当該患者への適応を判断できる（EBM =Evidence 
Based Medicineの実践ができる。）。 

       

2）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力

の改善ができる。 
       

3）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心

を持つ。 
       

4）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力

の向上に努める。 
       

（４）安全管理 
1）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。        

2）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルな

どに沿って行動できる。 
       



  

3）院内感染対策（Standard Precautionsを含む。）を理解

し、実施できる。 
       

4）医療事故防止のためのインシデント・レポートの意義を

理解し、必要に応じ報告ができる。 
       

（５）症例呈示 
1）症例呈示と討論ができる。        

2）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加す

る。 
       

（６）医療の社会性 
1）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。        

2）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。        

3）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。        

4）医薬品や医療用具による健康被害の発生防止について理

解し、適切に行動できる。 
       

（７）電子カルテシステム入力 
1）電子カルテシステムを理解し、誤りなく活用できる。        

 

『経験目標』 

Ａ 経験すべき診察法・検査・手技 

（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）医療面接 
自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解

し、コミュニケーションスキルを身に付け、患者の解釈

モデル、受診動機、受療行動を把握できる。 

       

2）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職

業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 
       

3）患者・家族への適切な指示、指導ができる。        

（２）基本的な身体診察法 
1）胸部の診察（乳房の診察を含む。）ができ、記載できる。        

2）腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。        

（３）基本的な臨床検査 
Ａ：自ら実施し、結果を解釈できる。（受け持ち症例でなくてもよい） 

   その他：検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。 
※必修項目 下線の検査について経験（受け持ち患者の検査として診療に活用）があること。 

1）血液生化学的検査   
・簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など） 

       

2) 細胞診・病理組織検査        

3) 内視鏡検査          

4) 単純Ｘ線検査          

5) 造影Ｘ線検査        

6）病理学的検索 
   ア 穿刺吸引細胞診の検体採取と処理        

   イ 生検検体の採取と処理        

   ウ 切除標本の観察と処理        

   エ 培検病理        

（４）基本的手技 
※必修項目 下線の手技 



  

1）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。        

2) 導尿法を実施できる。        

3) ドレーン・チューブ類の管理ができる。        

4) 胃管の挿入と管理ができる。        

5) 局所麻酔法を実施できる。        

6) 創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 
（洗浄、デブリッドマンを含む） 

       

7) 簡単な切開・排膿を実施できる。        

8) 皮膚縫合法及び創縫合法を実施できる。        

  9）緊急静脈路の確保        

  10）胃管挿入        

  11）膀胱留置カテーテル        

  12）中心静脈カテーテル        

  13）イレウスチューブ挿入        

  14）気管支鏡による吸痰        

  15）タッピング        

  16）包交処置        

  17）糸結び        

  18）胸腔ドレーン挿入        

  19）静脈切開        

  20）トラヘルパー挿入        

  21）気管切開        

（５）基本的治療法 
1）輸血（成分輸血を含む。）による効果と副作用について

理解し、輸血が実施できる。 
       

（６）医療記録 
※必修項目 下線（全て）、自ら行った経験があること 

1）診断書、死亡診断書 、死体検案書その他の証明書 を作

成し、管理できる。 
 

       

（７）特殊治療 
  1）人工呼吸器の管理        

（８）診療計画 
1）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）

を作成できる。 
       

2）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用でき

る。 
       

3）入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含

む。）。 
       

4）QOL（Quality of Life）を考慮にいれた総合的な管理計

画（リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を

含む。）へ参画する 

       

Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患（２段階評価：経験あり、経験なし） 

研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期治療を的

確に行う能力を獲得することにある。 

（１）頻度の高い症状 
※必修項目 下線の症状 を経験（自ら診療し、鑑別診断を行う）し、レ

ポートを提出する。 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

1）浮腫     

2）リンパ節腫脹     

3）発疹     



  

4）発熱     

5）腹痛     

6）便通異常 (下痢、便秘)      

7）腰痛     

8）血尿     

9）排尿障害（尿失禁・排尿困難）     

  10）頚部腫瘤     

  11）乳房腫瘤     

  12）肛門痛     

（２）緊急を要する症状・病態 
※必修項目 下線の病態を経験（初期治療に参加）すること 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

    

2）急性腹症     

3）外傷     

  4）消化管出血     

  5）閉鎖性黄疸     

  6）ヘルニア嵌頓     

（３）経験が求められる疾患・病態 

※必修項目 

・Ａ疾患については入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出すること。 

・Ｂ疾患については、外来診療又は受け持ち入院患者（合併症含む。）で自ら経験すること。 

・外科症例（手術を含む。）を１例以上受け持ち、診断、検査、術後管理等について症例レポートを提出

すること。 

※全疾患（８８項目）のうち７０％（６２項目）以上を経験することが望ましい。 

1）循環器系疾患 

自己評価 

診療した 

指導医に 

よる確認 

済 未 済 未 

Ｂ[1]動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）      

[2]静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫）     

2）呼吸器系疾患 
[1]胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）     

[2]肺癌     

3）消化器系疾患 
Ａ[1]食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・

十二指腸炎）  
    

Ｂ[2]小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）     

[3]胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎）     

Ｂ[4]肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アル

コール性肝障害、薬物性肝障害） 
    

[5]膵臓疾患（急性・慢性膵炎）     

Ｂ[6]横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）     

10）内分泌・栄養・代謝系疾患 
[1]甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）     

11）研修中に修めるべき診療実績（※88項目に含まれない） 
  [1]甲状腺・頚部疾患     

  [2]乳房疾患     

  [3]肛門疾患     

  [4]術後せん妄     

  [5]術後呼吸器合併症     

  [6]術後ＳＳＩ，surgical site infection     

 



  

Ｃ 特定の医療現場の経験 

（３段階評価：a.よくできる b.できる c.要努力 ?.評価不能） 

必修項目にある現場の経験とは、各現場における到達目標の項目のうち一つ以上経験すること。 

※研修医が評価不能の場合は、指導医は評価不要 

（１）緩和ケア、終末期医療 

※必修項目 臨終の立ち会いを経験すること 

自己評価 指導医評価 

Ａ Ｂ Ｃ ？ Ａ Ｂ Ｃ 

1）治療の初期段階から基本的な緩和ケア（ＷＨＯ方式がん

疼痛治療法を含む。）ができる。 

       

2）告知をめぐる諸問題への配慮ができる。        

3）死生観・宗教観などへの配慮ができる。        

 

指導責任者評価 

 

 

 

 

 

 

指導責任者            印  病院長           印 

 

【研修方略及び研修スケジュール】（ＬＳ） 

（１）研修医毎に、担当の指導医と後期研修医を割り当て、マンツーマンで研修を行う。 

（２）週一回の手術症例検討会、内科外科カンファレンス、ＭＭカンファレンスに出席し、 担当症例の 

プレゼンテーションやディスカッションを行う。 

（３）週一回の抄読会に参加する。 

（４）痛みを伴う手術や処置を受ける患者さんへの精神的配慮を行う。 

（５）外科的疾患の初期治療を確実に行う。 

（６）簡単な侵襲的処置を安全、確実に行う。 

（７）内視鏡検査、画像検査につき、適応の判断や基本的な読影を行う。 

（８）外科手術の実際を経験し、理解する。 

（９）全麻手術の基本的な周術期管理を行う。 

 



  

【一般外科】基本週間スケジュール

月曜日 昼休憩

火曜日 昼休憩

水曜日 昼休憩

木曜日 昼休憩

金曜日 昼休憩

胆道
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

術後
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

手術もしくは病棟業務

一般外来、外来処置

手術もしくは病棟業務

外科・消化器内科・放射

線科合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

手術もしくは病棟業務

手術もしくは病棟業務手術もしくは病棟業務

手術もしくは病棟業務

手術もしくは病棟業務

一般外来、外来処置

手術もしくは病棟業務
術後

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

抄読会、
予演会

術後
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

術前ｶﾝﾌｧﾚ
ﾝｽ

８:30 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７:15

 

 

【評価】（Ｅｖ） 

消化器内科の評価に準ずる。 

 



  

 秦野赤十字病院  

 

（内科（一般）） 

 

【研修科目】 

将来どの科を専攻するとしても、その基礎となる内科診療に関する基本的な知識・技能を身に付け、疾患の病態

を理解し、患者に対しても適切な指導・管理を行うことができるようになることは医師として重要な意味をもつ。 

本病院では、地域医療を主体として種々に内科疾患に接することが可能であり、その意味でも有意義な研修が

期待できる。 

 

【行動目標（SBOs）】 

〇総論 

１．基本的診察 

卒前に習得した事項を基本とし、内科の初期診療に必要な基本的診察法を身に付けることができる。 

２．症状の把握 

    症状及び徴候を正確かつ要領の良い問診と診察で把握し、正確な診断への方向づけができる臨床的な技術 

を身に付ける。 

３．基本的検査法 

必要に応じて自らあるいは選択・指示し、検査を実施して結果を解釈できる。 

４．基本的治療法 

適応を決定、実施できる。副作用、配合禁忌、使用上の注意を理解する。 

５．救急処置法 

緊急を要する疾病の諸原因を診断し、適切な処置を行い必要に応じて専門医に診療を依頼できる。 

６．終末期医療 

適切に治療し管理できる。 

 

〇各論 

１．消化器 

消化器疾患の診断のために、適切な検査を指示することができ、また治療を行うことができる。 

また、救急に対処し、状態を安定化させながら手術あるいは高度な検査の適応を決定できる能力を身に付 

ける。 

２．感染症 

感染部位と起炎菌（ウイルスを含む）同定し、患者の状態に基づいて適切な治療ができるようになるため 

の知識と技能を身に付ける。 

３．腎臓 

詳細な病歴、正確な現象の把握、血圧、浮腫、尿所見、腎機能検査結果から糸球体腎炎、腎不全の診断と 

治療方針が決定できる。 

４．血液 

鉄欠乏性貧血を他の貧血より鑑別し、治療できる。 

５．代謝 

主要な疾患（甲状腺疾患、糖尿病、肥満）の診断、治療、生活指導ができるようになるための能力を身に 

付ける、高血糖ならびに低血糖性昏睡の診断と救急治療ができるようにする。  



  

 

６．神経 

脳血管障害、痙攣の診断と救急治療ができ、症状安定化後、リハビリテーション計画をたてることができ 

る能力を身に付ける。  

 

 

【研修方法】 

１．指導医のもとに、入院患者、救急患者の診療を中心に研修を行う。研修場所は、主として内科病棟で、症例 

はできるだけ各分野にわたるように選ぶ。 

２．循環器、消化器、神経系、腎臓、血液、代謝、内分泌などの疾患については、少なくとも１～２例以上を 

必修とし、計２０例以上を研修するものとする。 

３．受持ち患者および家族と指導医の面談時には、必ず立ち会う。 

４. 担当医患者の病歴の抄録を作成し、研修手帳には、症例の所定事項を記入し、研修終了時に検印をうける。 

５. 病棟及び救急室において、内科診療に必要な各種手技を指導医立会いのもとに習得する。 

６. 受持ち患者を中心に各種検査に立会い、その手技および検査結果の判定法を学ぶ。 

７. 内科の症例検討会（週１～２回）、フィルムカンファランス、ＣＰＣ、病院の症例検討会には必ず出席する。 

８. 指導医のもと研修当直を行う。 

 

【研修スケジュール】 

月 火 水 木 金

午前
病棟

（血液疾患）
病棟

（血液疾患）
病棟

（腎透析）
上部消化管

検査
病棟

（腎透析）

午後 トレッドミル
筋電図
脳波

心カテ
（トレッドミル）

心カテ 消化器検査

備考
循環器

カンファランス
消化器

カンファランス
循環器

カンファランス
血液

カンファランス
内科・腎疾患
カンファランス

 



  

 秦野赤十字病院  

（外科） 

 

【研修科目】 

一般・消化器外科に関する知識や技能を深めたいという研修医を対象に内容は専門性に重みを置いています。 

 

〇基本的診断・検査法 

【一般目標（GIO）】 

  基本的診断、検査法を選択し、結果を読解して治療に反映させる。 

 

【行動目標（SBOs）】 

１．腹部診察を習得する 

２．直腸診察を習得する。 

３．負荷試験（ＩＣＧ、75gＯＧＴＴ、ＰＦＤテストなど）を実施し、結果を読解する 

４．腹部超音波検査（術中超音波を含む）を実施し、結果を読解する 

５．消化管造影検査を実施し、結果を読影する 

６．消化管内視鏡検査を実施し、結果を読解する  

７．ＣＴ、ＣＴＡＰ、ＣＴＡを実施し、結果を読解する  

８．ＭＲＩ、ＭＲＣＰを実施し、結果を読解する  

９．血管造影検査の結果を読解する  

１０．マンモグラフィーを読影する  

１１．乳腺超音波検査の結果を読解する  

１２．乳腺穿刺吸引細胞診を実施し、結果を読解する  

 

〇手術適応・周術期管理 

【一般目標（GIO）】 

１．手術適応について理解し、適切な術前・術後管理を行う 

 

【行動目標（SBOs）】 

１．併存疾患（糖尿病など）の有無を評価し、それを管理する 

 ２．術前検査所見を総合して手術適応を判断し、手術術式を選択する 

 ３．術前術後の輸液管理の知識を持ち、実践する 

 ４．術前術後の栄養管理（食事療法、経腸経静脈栄養）の知識を持ち、実践する 

 ５．手術前後の呼吸循環管理の知識を持ち、実践する 

 ６．抗菌薬の使用適応、禁忌、投薬方法の知識を持ち処方する 

 ７．術後合併症の知識を持ち、予防計画あるいは治療計画をたてる 

 ８．抗癌化学療法、放射線療法の知識を持ち、集学的抗癌治療計画をたてる 

 ９．創傷治癒の知識を持ち、術後創を管理する 

 

〇基本的手技 

【一般目標（GIO）】 

指導医の介助あるいは指導医の下で施行できるようになる 



  

【行動目標（SBOs）】 

全て指導医のもとに 

１．消化管腫瘍に対して指導医のもとに生検を行う 

２．消化管出血に対する内視鏡的治療を施行する 

３．経皮的エタノール注入療法（ＰＥＩＴ）を施行する 

４．経皮的マイクロ波凝固療法（ＰＭＣＴ）を施行する 

５．経皮的ラジオ波凝固療法（RFA）を施行する 

６．ＰＴＧＢＤを施行する 

７．ＰＴＣＤを見学する 

８．胸腔穿刺、胸腔ドレナージを施行する 

９．胸腔穿刺、腹腔ドレナージを施行する 

１０．イレウス管挿入を施行する 

１１．内視鏡的食道静脈瘤硬化療法および結紮術を施行する 

１２．血液浄化療法を施行する 

１３．救急蘇生法を施行する 

１４．気管内挿管を施行する 

１５．気管切開を施行する 

１６．ＩＶＨカテーテル挿入を施行できる 

 

【研修方法】 

１.外 来：指導医、外来担当医の補助医として外来診療を行い、基本的な診察法・診断法処置法を学ぶ。 

２.病 棟：入院患者を受け持ち、指導医の監督下で積極的に診療にあたる。とくに患者との信頼関係を築ける

ように努力する。また、指導医、主治医による患者、家族への病状説明にも同席し、インフォームドコンセン

トなどについて学ぶ。 

３.カンファレンス等：各種カンファレンス、抄読会、回診に参加し、積極的に発表、質問する。 

 

【研修スケジュール】 

 

 
月 火 水 木 金 

8:00 
病棟集合 

病棟回診 

病棟集合 

病棟回診 

病棟集合 

病棟回診 

病棟集合 

病棟回診 

病棟集合 

病棟回診 

8:30 

～ 

12:00 

検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 

13:00 

～ 

17:00 

検査・手術 

術前カンファ 

消化器内科との 

カンファ 

手術 検査・手術 病棟カンファ 検査・手術 

 

17:00 

 

術後管理 術後管理 術後管理 術後管理 術後管理 

 



  

 秦野赤十字病院  

（小児科） 

 

【一般目標（GIO）】 

１．小児および診療の特性を学経験し、初歩的な診察処置等習得する 

２．小児、成育医療を 必要とする患者その家族に対して全人的に対応する 

 

【行動目標（SBOs）】 

〇小児の特性 

１．正常小児の成長、発育に関する知識を学ぶ 

〇小児科診療の特性 

１．周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療の提供ができる 

２．周産期や小児の各発達段階に応じて心理社会的側面への配慮ができる 

３．両親または保護者の観察を十分に引き出す為の問診(インタビュー)法を学ぶ 

４．両親または保護者とのコミュニケーションの重要性を学ぶ 

５．小児の薬用量、補液量、検査の基準値に関する知識を習得する 

６．乳幼児の検査に不可欠な鎮静法、採血、血管確保などを経験する 

７．救急診療、時間外診療を経験する 

８．小児予防医学：予防接種外来、乳児健診外来を経験する 

〇小児期の疾患の特性 

１．成長、発達過程における疾患内容に違いを学ぶ 

２．各種感染症や急性疾患の頻度が高いことを学ぶ 

３．急速な病状の変化とそれに対する迅速な対応を経験する 

 

【具体的な研修目標】 

〇面接・指導法 

両親、保護者から診断に必要な情報を的確に聞き取り指導の方法を習得する 

〇基本的診察法 

小児疾患の診断と治療に必要な知識を習得する 

〇基本的手技 

小児、特に乳幼児の検査および治療の基本的な知識と手技を習得する 

〇文書記録 

適切に文書を記録し管理することができる 

〇薬物療法 

小児に用いる主要な薬剤に関する知識と用量・用法の基本を習得する 

〇小児の救急 

小児に多い救急疾患の基本的知識と処置、検査の手技を習得する 

 

【経験すべき症状と疾患】 

〇経験すべき症状 

１．発熱 

２．痙攣、意識障害 



  

３．咳、喘鳴、呼吸困難 

４．嘔吐、下痢、腹痛 

５．哺乳不良（体重増加不良） 

６．貧血 

７．多尿、乏尿 

８．黄疸・皮膚の異常（湿疹、紫斑など） 

９．発育の遅れ 

１０．心雑音、不整脈 

〇経験すべき疾患 

１．かぜ症候群、咽頭炎、扁桃炎 

２．小児細菌感染症（急性気管支炎、肺炎、胃腸炎、尿路感染症、髄膜炎） 

３．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、インフルエンザ、冬期嘔吐下痢症） 

４．川崎病・先天性心疾患 

５．腸重積症・小児痙攣性疾患 

６．気管支喘息 

 

【研修スケジュール】 

 

 
月 火 水 木 金 

 

午前 

 

外来 外来 外来 外来 外来 

 

午後 

 

乳児健診 予防接種 乳児健診 乳児健診 予防接種 

備考 

 

 

 

腎臓外来 

(第2週､第4週) 
 

内分泌外来 

(第1週､第3週) 

循環器外来 

(第2週､第4週) 

神経外来 

 



  

 秦野赤十字病院  

（整形外科） 
 
【一般目標（GIO）】 
１．整形外科学一般の知識と技術を学び、診断と治療を習得し臨床に役立てる。 
２．整形外科における以下の基本的な治療法を習得する 

 
【到達目標 SBOs】 
１．整形外科は新生児から老人まで各年齢層の疾患を扱うため、まず正常な骨関節、軟部組織の発育、成長に 
  関する知識を学ぶ 
２．診断するためには臨床所見の採取が重要である。そのためには問診が最重要であり、十分患者の訴えを聞   
  き患者が何を望み、何をして欲しいのかを十分に聞き取り、次いで理学所見が採取できるようにする。 
３．補助診断として整形外科では画像診断が重要であり、特にレントゲン検査、ＭＲＩ、ＣＴなどの読影診断 

に重点を置いた研修を行う。 
４．保存的治療の適応を決定し、実施する 
５．観血的治療の適応を決定し、実施する 
６．リハビリテーションの適応を決定し、実施する 

 
【研修の方法】 
１．外来：指導医、外来担当医の補助医として外来診療を行い、幅広い症例を経験しながら基本的な診察法・ 

診断法などを習得する。 
２．病棟：指導医の監督下で、入院患者の受け持ち医としての自覚を持って診療にあたる。また、指導医の指 
  示により、適宜当直を行い、緊急時、患者急変時の対応を経験する。 
３．カンファレンス等：各種カンファレンス、抄読会、回診に参加する。 

 
【経験が望まれる症状】 
１．骨折の局所症状、５Ｐ        
２．ラセーグ徴候 
３．Trendelenburg徴候、Telescope sign  
４．間欠性跛行 
５．McMurray test            
６．Drehmann徴候 
７．下垂手、猿手、わし手・Thomasテスト、朝のこわばり 
８．Tinel徴候、Froment徴候 

 
【経験が望まれる疾患】 
１．外傷（開放性骨折も含む） 
２．小児の整形外科的疾患 
３．成人の整形外科的疾患 
４．炎症性疾患（感染症、非感染症、ＲＡも含む） 
５．脊椎、背髄疾患・腫瘍（良性・悪性）     
６．変形疾患 
 
 



  

【研修スケジュール】 

月 火 水 木 金

8：30～
外来 外来 外来 外来 外来

9：30～
病棟 病棟 病棟 病棟

13:00

15:00～

・カンファレンス
（）
・リハカンファレンス
（第２・第４週）

OP
・OP
・ミニレクチャー
　　　（PM）

OP
・OP
・ミニレクチャー
　　　（PM）

病棟

 

 

 



  

 

Ⅲ 地域医療研修の概要 

 

 諏訪中央病院  
 

地域医療（諏訪中央病院・総合診療科） 初期研修プログラム 

 

１． 一般目標（GIO） 

患者を単なる疾患の複合体としてではなく、疾患とともに悩み苦しむ人としてとらえ、患者とともに常に考え

る主治医としての役割を担えるようになるために、内科学一般および生物社会医学モデルを理解し、一般内科

医としての基本的臨床能力を身につける。 

 

２． 行動目標（SBOs） 

 ①主治医の役割や責任を述べることができる。 

②良好な患者医師関係を構築する。 

③生物社会医学モデルの概要を述べることができる。 

④必要な情報収集を行うことができる（医療面接、身体診察、基本的検査）。 

⑤ＥＢＭの５つのステップに沿った問題解決ができる。 

⑥臨床倫理の４分割表を利用することができる。 

⑦検査特性を考慮した診断計画を立てることができる。 

⑧common diseaseの診療計画を自らが立案することができる。 

⑨受け持ち患者の問題解決に専門医の意見を取り入れる。 

⑩common diseaseの診療を自ら実施する。 

⑪チームカンファレンスに積極的に参加する。 

⑫コメディカルとともに患者の診療方針を検討することができる。 

⑬院内の各種サポートチーム（ＮＳＴ、ＩＣＴ、医療安全など）の意見を患者問題解決に取り入れる。 

⑭円滑なチーム医療を行うように努力する。 

⑮インフォームドコンセントを自らが行える。 

⑯他の医療機関と患者の情報交換を適切に行う。 

 

３． 方略（LS） 

①病棟・外来における実務研修 

②ケースカンファレンス（毎日昼） 

③チームカンファレンス（毎日） 

④各種勉強会参加 

 

４． 評価（Ev） 

①EPOC 

②評定尺度を用いた観察記録 

③レポート 

評価時期は、実務研修終了時とする。 
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 大船中央病院  

（内科） 

 
１．はじめに 

内科はすべての臨床医学の基本であり，将来どの診療科にすすむにしても研修初期に基本的な知識・診療態

度・思考過程を身につけることは重要である。 

各種の検査が駆使される現在においても，適切に行われた病歴と診察のみで 70-80％は診断にいたることがで

きるとされている。しかし病歴聴取は単なる情報収集ではなく，実は interactiveで高度な skillを要するアー

トである。初期研修のわずかな期間で病歴と診察を充分に身に付けることは到底不可能である。これらは生涯に

わたって研鑽すべきことであるが，学び続けようとする「姿勢を学ぶ」ことは初期研修の期間であっても充分可

能である。当院の内科では，基本的な病歴・身体診察でどこまで診断に迫れるか，そのための思考過程を理解し，

学ぶ姿勢(life-long self learning) を身に付けることを大きな目標としたい。 

 

２．指導体制 

内科チーム（指導医，後期研修医）での指導体制が基本である。現在はまだ発展途上であるが，屋根瓦式での

教育を目標としている。また基本的な身体診察法については初期の段階においてマンツーマンで指導を行う。 

 

指導者は，日本内科学会認定専門医，各種専門学会の専門医がおり，直接あるいは間接的にコンサルテーショ

ンを通して指導する。 

 

＜内科＞ 

須藤 博    日本内科学会総合内科専門医，腎臓学会専門医 

猿田 貴之  日本内科学会総合内科専門医 

渡邉 智也  日本内科学会総合内科専門医,日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医 

榎本 達治  日本内科学会総合内科専門医, 日本呼吸器学会専門医・指導医 

山田 純也  日本外科学会認定医 

林 伸充    日本内科学会認定内科医 

 

＜消化器内科＞ 

遠藤 豊    日本消化器病学会認定専門医,日本消化器内視鏡学会指導医 

吉田 篤史  日本消化器病学会認定専門医,日本消化器内視鏡学会専門医 

白井 真如紀  日本消化器病学会認定専門医,日本消化器内視鏡学会専門医 

森川 吉英  日本消化器病学会認定専門医,日本消化器内視鏡学会専門医 

鹿野島 健二  日本消化器病学会認定専門医  

上野 文昭  米国内科専門医 

 

３．研修の目標  

＜一般目標＞  

患者を全人的に診療するために内科領域を中心とした基本的診療能力を修得する。 

 

＜行動目標＞  

1) 患者および家族との良好なコミュニケーションを計れる。（インフォームド・コンセントを含む）  

2) 全身の身体所見を的確にとれる。  

3) 患者の問題点を把握することができる。  

4) 患者の病歴・身体所見・問題点を適切にプレゼンテーションできる 

5) 適切な検査計画を立てることができる。  

6) 必要に応じて他科へのコンサルテーションができる。  



  

7) 適切な診療計画を実施できる。  

8) 診療記録及び文書を遅滞なく記載できる。  

9) チーム医療を円滑に進めることができる。  

10) 患者の家族背景、社会的側面に配慮することができる。  

11) 社会資源地域医療連携を有効に利用することができる。  

12) 厚生労働省の主に内科系の経験目標の経験を目指す。 

13) 患者の問題点を抽出し，必要に応じて EBMの考え方を応用できる。 

 

＜経験目標＞ 

Ａ. 経験すべき診察法，手技，治療法 

 (1)病歴聴取 

○適切なマナーを持ち医療面接により患者と良好なラポールを形成できる 

○患者の言葉を医学的な病歴に置きかえることができる 

 (2)基本的診察法一般的なスクリーニング診察ができる 

○病態に応じた異常所見を認識することができる 

・手の診察 

・貧血の有無 

・リンパ節触診 

・甲状腺の触診 

・頚静脈の視診 

・心臓の視診・聴診（S1，S2，過剰心音，心雑音） 

・肺の打診・聴診 

・腹部触診（腹膜刺激症状の有無など） 

・四肢の診察（関節炎，浮腫の有無など） 

・神経学的診察 

・体液量の評価 

(3)基本的な臨床検査 

(3)・一般検査（血算，血液生化学，血清学的検査，尿検査） 

(3)・動脈血腋ガス分析の解釈 

(3)・細菌学的検査（グラム染色，血液培養） 

(3)・心電図 

(3)・単純Ｘ線検査 

(3)・超音波検査 

(3)・ＣＴ検査 

(3)・呼吸機能検査 

(4)基本的手技 

(4)・BLS 

(4)・ACLSに基づいた心肺蘇生法 

気道確保 

人工呼吸(バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む) 

胸骨圧迫 

(4)・注射（皮内，皮下，筋肉，静脈） 

(4)・採血（静脈，動脈） 

(4)・血管確保（静脈，中心静脈） 

(4)・穿刺法（腹腔，胸腔） 

(4)・導尿 

(4)・胃管の挿入 

  



  

(5)基本的治療法 

(5)・薬物の作用，副作用，相互作用の理解 

(5)・基本的な薬物療法（抗菌薬，ステロイド薬，解熱薬，血液製剤などを含む 

(5)・基本的輸液療法（是正輸液，維持輸液） 

(5)・輸血（成分輸血を含む）による効果，副作用の理解，実施 

 (6)医療記録 

(1)1) 診療録（退院時抄録を含む）を POSにしたがって記載できる 

(2)2) 処方箋・指示箋を作成・管理できる 

(3)3) 診断書，死亡診断書，死体検案書その他の証明書を作成できる 

(4)4) CPCレポートを作成し，症例呈示できる 

(5)5) 紹介状および紹介状への返信を作成できる 

 (7)診療計画 

(1)1) 入退院の適応を判断できる 

(2)2) 診療計画の作成 

 (8)EBMの考え方の理解と応用 

(1)1) 個々の患者から始まる問題点を認識・抽出できる 

(2)2) 問題点を検索可能な臨床的疑問におきかえることができる 

(3)3) 二次資料などをもちいて疑問点を解決できる 

(4)4) 得られた情報を患者に応用できる 

(5)5) 可能であれば，論文の批判的吟味の手法を理解する 

 

Ｂ. 経験すべき症状・病態・疾患 

(1) 厚生労働省研修履修項目を最低基準ラインとする。 

(2) 成人のいわゆる common diseaseを網羅することを目標とする。 

 

Ｃ. 特定医療現場の経験 

(1) 日中、夜間の救急診療を指導医のもとマンツーマンで経験し学ぶ。 

(2) 前日の救急からの入院症例について毎朝救急カンファレンスを行い、院内の救急症例を共有のものとす 

る。 

 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 

08：00  Morning Report※1 

09：00  病棟回診・業務 

 

13：30  病棟・外来業務 

 

17：00  救急業務※2 

08：00  Morning Report 

09：00  病棟業務 

 

13：30  病棟・外来業務 

 

17：00  救急業務 

08：00  Morning Report 

09：00  病棟業務 

 

13：30  病棟・外来業務 

 

17：00  救急業務 

08：00  Tumor Board※3 

09：00  病棟業務 

 

13：30  病棟・外来業務 

 

17：00  救急業務 

金 土 日  

08：00  M&M Conference※4 

09：00  病棟業務 

 

13：30  病棟・外来業務 

 

17：00  救急業務 

08：00  外科検討会 

09：00  病棟業務 

 

13：30  救急業務 

 

17：00  救急業務 

 

※1 Morning Reportは当直帯に来院した患者を症例として研修医が、指導医・研修医に報告する北米型カンファレンス。 

※2 救急業務は当番制。 

※3 Tumor Boardは、腫瘍に特化した症例検討会。手術・化学療法・放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師

が多方面の知識・意見を集約し、最も適切な治療方針を検討する。 

※4 M&M Conferenceとは、Morbidity(罹患率 )&Mortality(死亡率)の略で、北米型の代表的なカンファレンス。 

     死亡した患者が治療の過程でなぜ死に至ったのかを検証・共有することに重点を置いた死亡症例検討会。 



  

 大船中央病院  

（外科） 

 
１．はじめに 

外科、消化器外科、乳腺外科の医療チームに属し、外科診療全般を経験する。 

 

２．指導体制 

真船 健一  日本外科学会専門医、日本消化器病学会専門医 

畑山 純    日本外科学会修練指定施設指導責任者、日本乳癌学会乳腺専門医 

雨宮 厚    米国外科学会専門医 

佐伯 典之  日本外科学会専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医 

大渕 徹    日本外科学会専門医、日本乳癌学会乳腺専門医 

小野 正人  日本外科学会専門医 

高室 暁    日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会認定脳卒中専門医 

堀切 愛    日本外科学会専門医 

 

３．研修期間 
1) 研修期間 ２ヶ月(１年次に当院必修科目として履修) 

→２年次には希望により、各専門診療科での選択研修も可能である。 
2）研修スケジュール 

  （1）外科・乳腺センター 
      回診(月〜土；8:00〜)、カンファレンス(土；8:30〜)、 

病棟・手術(月〜金；9:00〜)、外来診療(適時) 
（2）消化器外科 

      病棟カンファレンス(水を除く月〜土；8:30〜)、 
病棟・手術(月〜金；9:00〜)、外来診療(土) 

3）Mortality & Morbidity conference(金；8：00～9：00) 
4）外科検討会(土；8：00～9：00)(金；17：30～) 

 
４．研修の目標 
＜行動目標＞  

1)社会人としての基本的マナーを励行する 

2)チーム医療の一員として、医療を支える様々な職種の人と連携し、協同して診療に当たる。 

3)患者の状態について、指導医と密に報告・相談し、危険を回避すると同時に独善的な診療にならないよう 

に心がける。問題点を整理し、EBMに基づいた自分なりの考えを持って、上級医に教えを請う週間を身に 

つける。 

4)医療面接と身体診察を大事にする。これらを正しく行うことなく適切な症例呈示はあり得ない。 

5)感度・特異度を理解し、適切な検査計画を立て診断に導くようにする。 

6)病態とリスクを考慮し、患者にとって最適な治療法を考える。外科手術の対象となる疾患だけでなく、 

患者の全体像を把握する。 

7)解剖。生理を理解し手術に臨む。 

8)起こりうる合併症を常に念頭に置き、術後管理を行う。 

 

＜経験目標＞ 

Ａ．経験すべき診察法 

 

 



  

 (1)医療面接 

詳細な病歴から診断を絞り込む。現病歴のみならず、既往歴、家族歴、生活習慣 (飲酒、喫煙)、社会的 

背景、アレルギー歴などを把握する。 

(2)基本的な身体診察法         表Ａ-１ 

(3)基本的な臨床検査           表Ａ-２ 

(4)基本的な手技表Ａ-１                 表Ａ-３ 

(5)基本的な治療法表Ａ-１               表Ａ-４ 

(6)医療記録表Ａ-１                     表Ａ-５ 

(7)診療計画表Ａ-１                     表Ａ-６  

 

Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患 

(1)頻度の高い症状                      表Ｂ-１ 

 (2)緊急を要する症状・病態              表Ｂ-２ 

(3)経験が求められる疾患・病態          表Ｂ-３    

 

Ｃ 特定の医療現場での診療 

緩和・終末期医療           表Ｃ 

 

表Ａ-１ 基本的な身体診察法 訴えが何であっても、基本的な全身の診察を怠らない。 

 全身の観察  バイタルサインと精神状態の把握、皮膚や表在リンパ節の診察 

 頭頸部の診察  眼瞼・結膜、眼底、口腔、咽頭の観察、甲状腺、鎖骨上リンパ節の触診  

 胸部の診察  聴診、乳房の視触診、腋窩リンパ節の診察 

 腹部の診察  触診、聴診、直腸診 

 泌尿器・生殖器の診察  内診、直腸診 

 骨・関節・筋肉系の診察   

 神経学的診察   

 精神面の診察   

 
表Ａ-２ 基本的な臨床検査 
 一般尿検査  髄液検査 

 便検査  細胞診・病理組織検査 

 血算・白血球分画  内視鏡検査 

 血液型判定・交差適合試験  超音波検査 

心電図（12誘導） 

負荷心電図  
 単純 X線検査 

 動脈血ガス分析  造影 X線検査 

血液生化学検査・簡易検査 

（血糖、電解質など） 
 X線 CT検査 

 血液免疫血清学的検査  MRI検査 

 細菌学的検査 

薬剤感受性検査 

検体の採取 

 神経生理学的検査（脳波・筋電図） 

 呼吸機能検査 

スパイロメトリー 
  



  

 
表Ａ-３ 基本的な手技 
 気道確保の実施 

 人工呼吸の実施(バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む) 

 胸骨圧迫の実施 

 圧迫止血法の実施 

 注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保）の実施 

 中心静脈確保の実施 

 採血法（静脈、動脈）の実施 

 穿刺法（胸腔、腹腔）の実施 

 導尿法の実施 

 ドレーン・チューブの管理 

 胃管の挿入と管理 

 局所麻酔法の実施 

 創部の処置とドレッシングの実施 

 簡単な切開、排膿の実施 

 皮膚縫合法の実施 

 軽度の外傷・熱傷処置の実施 

 除細動の実施 

 
表Ａ-４ 基本的な治療法 
 療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備）ができる 

 薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌剤、副腎皮質ステロイド剤、解熱剤、麻薬）

ができる 

 基本的な輸液ができる（病態にあった適切な輸液を行う） 

代表的な輸液製剤の組成を理解する 

病態に応じて必要な輸液量、電解質、カロリーを理解する 

 輸血（適応、効果、副作用）を理解し、実施ができる 

 
表Ａ-５ 医療記録 
 診療録の正しい記載 

（SOAPを用いて記載し、問題点を整理する。思考過程を他の医師が見てもわかるように記載する）  

 処方箋、指示箋の作成 

 診断書の作成 

 死亡診断書の作成 

 CPC（臨床病理カンファレンス）レポートの作成 

 紹介状と、紹介状の返信 

 上記の医療記録の管理 

 
 
 



  

表Ａ-６ 診療計画 
  到達度 

 診療計画の作成（診断、治療、患者への説明）   

 診療ガイドラインの参照、活用   

 クリティカルパスの活用   

 入退院の適応判断   

 総合的な管理計画への参画（リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を含む）   

 
表Ｂ-１ 頻度の高い症状 

  到達度 備考 
 

  到達度 備考 

 全身倦怠感     
 

 結膜の充血     

 不眠     
 

 聴覚障害     

 食欲不振     
 

 鼻出血     

 体重減少、増加     
 

 嗄声     

 浮腫     
 

 胸痛     

 リンパ節腫脹     
 

 動悸     

 発疹     
 

 呼吸困難     

 頭痛     
 

 咳・痰     

 めまい     
 

 吐き気・嘔吐     

 失神     
 

 胸やけ     

 けいれん発作     
 

 嚥下困難     

 視力障害     
 

 腹痛     

 便通異常     
 

 血尿     

 腰痛     
 

 排尿障害     

 関節痛     
 

 尿量異常     

 歩行障害     
 

 不安・抑鬱     

 四肢のしびれ     
 

      

 
表Ｂ－２ 緊急を要する 

  到達度 備考 
 

  到達度 備考 

 心肺停止     
 

 急性腹症     

 ショック     
 

 急性消化管出血     

 意識障害     
 

 急性腎不全     

 脳血管障害     
 

 急性感染症     

 急性呼吸不全     
 

 外傷     

 急性心不全     
 

 誤嚥、誤飲     

 
 
 
 



  

表Ｂ-３ 経験が求められる疾患・病態 
 

1.    血液・造血器・リンパ網内系疾患 

  到達度 備考 

 貧血(鉄欠乏性貧血、二次性貧血)     

 出血傾向(DIC)・紫斑病     

 悪性リンパ腫     

 

2.    神経系疾患 

  到達度 備考 

 脳・脊髄血管障害     

 痴呆性疾患     

 脳・脊髄外傷     

 脳炎・髄膜炎     

 

3.    皮膚系疾患 

  到達度 備考 

 湿疹・皮膚炎群     

 蕁麻疹     

 薬疹     

 皮膚感染症     

 

4.    運動器（筋骨格）系疾患 

  到達度 備考 

 骨折     

 関節・靱帯の障害     

 骨粗鬆症     

 脊柱障害     

 

5.    循環器系疾患 

  到達度 備考 

 心不全     

 狭心症、心筋梗塞     

 心筋症     

 不整脈     

 動脈疾患     

 静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓、下肢静脈瘤、リンパ浮腫）       

 高血圧症     

 

 

 

 



  

6.    呼吸器系疾患 

  到達度 備考 

 呼吸不全     

 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）     

 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症）     

 肺循環障害（肺塞栓、肺梗塞）     

 異常呼吸（過換気症候群）     

 胸膜、縦隔、横隔膜疾患（気胸、胸膜炎）     

 

7.    消化器系疾患 

  到達度 備考 

 食道・胃・十二指腸疾患     

 小腸・大腸疾患     

 胆嚢・胆管疾患(胆石症、胆嚢炎、胆管炎)     

 肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、 

肝腫瘍、アルコール性肝障害、薬物性肝障害） 
    

 膵臓疾患     

 横隔膜・腹壁・腹膜疾患     

 

8.    腎・泌尿器系疾患 

  到達度 備考 

 腎不全     

 全身性疾患による腎障害     

 泌尿器科的腎・尿路疾患(尿路結石症、尿路感染症)     

 

9.    生殖器疾患 

  到達度 備考 

 女性生殖器およびその関連疾患（月経異常、不正性器出血、更年期

障害、外陰・膣・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍） 
    

 男性生殖器疾患（前立腺疾患、精巣腫瘍）     

 

10.  内分泌・栄養・代謝系疾患 

  到達度 備考 

 視床下部・下垂体疾患     

 甲状腺疾患     

 副腎不全     

 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）     

 高脂血症     

 

 

 



  

11.  精神・神経系疾患 

  到達度 備考 

 症状精神病     

 認知症     

 気分障害（鬱病、躁鬱病を含む）     

 統合失調症     

 不安障害     

 身体表現性障害、ストレス関連障害     

 
12.  感染症 

  到達度 備考 

 ウイルス感染症     

 細菌感染症     

 結核     

 真菌感染症     

 

13.  免疫・アレルギー疾患 

  到達度 備考 

 関節リウマチ     

 アレルギー疾患     

 

14.  物理・化学的因子による疾患 

  到達度 備考 

  中毒（薬物）     

  アナフィラキシー     

 

15.  加齢と老化 

  到達度 備考 

  高齢者の栄養摂取障害     

  老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡）     

 

表Ｃ 緩和・終末期医療 
  到達度 備考 

  心理社会的側面への配慮ができる     

  基本的な緩和ケア（WHO式がん疼痛治療法を含む）ができる     

  告知をめぐる諸問題への配慮ができる     

  死生観・宗教観などへの配慮ができる     

 

 
 

 



  

５．外科臨床研修を始めるにあたって 

 

1) 社会人としての常識を持とう 

・医師である前に、常識ある社会人であろう。まずは挨拶がしっかりできるように。 

・Co-medicalとも協調性を持って活動しよう。 

・社会情勢にも目を向けよう。 

 

2) 貪欲に、積極的に研修しよう 

・外科では厳密なカリキュラムはありません。逆に言うと、意欲、熱意があれば 

・“Actionを起こさなければならない現場”にいることがまず大事。 

・わからないことは、知っている人に教えを請う。相手が看護師であっても、技師であっても 

構わない。 

 

3) 教科書通り、しっかり history taking, physical examinationをとろう 

・最初は皆さんに能率を求めません。今から手を抜くことを覚えてはいけません。 

よく話を聞き、頭の先から足の先までよく診察してください。 

・医療を学ぶ上で患者は最良の教師であり、敬意を持って接する。 

・History, physical ex.から間違った方向に進んでしまうと、どんなにハイテクな診断機器で 

検査しても修正不能なことがある。 

“入り口で間違えると正しい出口から出られない” 

 

4) 手技の習得より、“頭”を鍛えることの方が大事 

・手技の適応、合併症なども知らない者に手技をさせるのは、幼児に刃物を持たせるようなもの。 

・言い換えれば、知識のある者には、学年とか志望科に関係なく手技をさせても良いと思っている。 

 

5) 一日最低２回は自分の患者を回診しよう。カルテは SOAPで記載してください 

カルテには自分の思考過程がわかるように記載してください。 

そうすれば間違いを指摘して指導しやすくなります。 

 

6) やっつけ仕事をしない 

継続処方の記載を頼まれても、何の薬かわからないまま copy & pasteしないように。 

 

7) まずは患者の状態を把握すること。ついで患者の状態の変化に素早く気づき、報告すること 

・異常を発見できるようになったら、次に何をなすべきかプランを立てスタッフに確認を求めよう。 

スタッフと意見が合うようになったら、次第に任される仕事が増えてくる。 

・できるだけ指導医とは情報を共有し、独善的な考えに陥らないように気をつける。 

このことは、リスク回避のためにも重要である。研修医だから必要だというわけではなく、 

我々も常にスタッフ間で行っていることである。 

 

8) わからなかったことはメモしておいてその日のうちに調べる 

眠くても頑張って調べよう。誰しも疲れて眠いのだ。そこを踏ん張って読むかどうかが、凡人とで 

きる人との分岐点。 

 

9) 医療には、 

「絶対やらなければならないこと」 

「絶対してはいけないこと」 

「どうでもよいこと（どちらがよいかわからないもの）」 

の３つがある。 

この３つの区別をしっかりつけること。 

 



  

人から教えられたことも必ず根拠を求めること 

 

外科を回っているときは外科医になるつもりで勉強しよう 

・そうでなければ、ローテーションなんて意味がない。 

でも外科患者には内科的な problemがいっぱい転がっている。 

・すべての基本は内科です。 

“メスを持てる内科医” これが外科医の目指すべきものと考えます。 

 

重症患者を診ることこそ得るものは大きい 

医者になって最初は、患者にべったり張り付いて診る時期が必要です。 

泥臭いようですが、重症患者にへばりついて、患者の変化を逐一把握して、 

悩みながら診ていくことが必要な時期があります。 

 

最後に 

我々とて、様々な挫折や失敗を繰り返しながらも、良き上司に支えられて成長することが 

できました。教える立場になって、良き先輩に巡り会えたことに感謝せずにはいられません。 

皆さんの医師としての成長に、少しでも力になれるように願っています。 

気軽に何でも相談してください。 

 

 

６．外科研修医がすべきこと 

 

1) 医療面接、身体診察 

待機手術の場合、入院時に検査がすべて終了し、診断、治療計画が既に決定していることが多い。 

諸検査の結果を要約・理解し、治療上の問題点を整理する。 

 

2) 術前指示 

禁食、輸液、予防的抗生剤、下剤、呼吸訓練などを適切に指示する 

 

3) Preop note 

術前診断、予定術式、手術リスクを整理する。 

 

4) 手術参加 

・術前に、術式、解剖、生理を十分に予習する。チームの一員として手術に参加する。 

・摘出した臓器を観察する。 

 

5) Post ope note 
術前診断、術後診断、術式、出血量、輸液量、輸血量、尿量、麻酔方法、手術時間などを 

記載する。術式については、絵を描いて記録する。 

 

6) 術後管理 

Vital signs, In/outなどを把握する。 

起こりうる合併症を念頭において術後の患者を詳細に観察する。 

 

7) 病歴要約（サマリー） 

診療を振り返って考える機会となる。 

 



  

 美瑛町立病院  

 

一般目標 

地域医療に必要な外科系（特に整形外科）の知識、手技、及び患者さんとの人間関係について学び実践するこ

とを目標とする。 

 

行動目標 

マンツーマン方式で、整形外科外来、病棟、回診、手術、検査、訪問診療など、幅の広い分野を学んでもらう。 

 

カンファレンス、セミナー等の参加について 

地域医療、及び整形外科関連セミナーなどの積極的な参加を推進します。 

 

その他 

・積極的な研修態度を強く望みます。 

・毎日、反省と対策を考えてもらい、“医者としての責任”“医者としての役割”“医者としての患者接遇”を

地域の中で実践して欲しいです。 

・“今、何が問題なのか、今の自分にはそれに対し何ができるのか、それをどのようにすればいいのか、それ

は最善のことなのか”絶えず自問しながら、いっしょに学んでゆきましょう。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：１０  朝カンファレンス 

８：３０  特殊外来 

１０：１０ 回診 

１１：３０ 先天股臼 

      検診 

 

１３：３０ 手術 

 

１７：００ 夕カンファレンス 

８：１０  朝カンファレンス 

８：３０  外来(午前) 

 

 

 

１４：００ 外来(午後) 
        ～  

外来終了次第 

    夕カンファレンス 

８：１０  朝カンファレンス 

８：３０  特殊外来 

９：００  訪問診療 

～  
１６：３０  

リハビリカンファレンス 

 

８：１０  朝カンファレンス 

８：３０  特殊外来 

１０：３０ 回診 

 

 

 

１３：３０ 手術 

 

１７：００ 夕カンファレンス 

金 土 日  
８：１０  朝カンファレンス 

８：３０  外来(午前) 

 

１４：００ 外来(午後) 

～  
外来終了次第 

    夕カンファレンス 

 

８：３０  病棟業務 

 

 



  

 厚仁病院  
（産婦人科） 

 
一般目標（GIO） 

一般医となっても女性の診療がスムーズに行えるために、臨床医の基本となる患者･家族との接し方とともに、

産婦人科のプライマリケアで必要とされる臨床的スキルを修得する。 

 
行動目標（SBO） 

1. 正常妊婦に対する適切な問診ができる。 

2. 妊婦検診の内容と目的を説明できる。 

3. 妊婦検診のやり方を学生に示しながら実際に行なえる。 

4. 分娩・産褥の経過をイメージしながら説明できる。 

5. 胎児心拍数陣痛図が解釈できる。 

6. 帝王切開の適応を説明できる。 

7. 帝王切開の助手ができる。 

8. 婦人科の術前術後管理について説明できる。 

9. 不妊症ルーチン検査について説明できる。 

10. 経腟超音波像が判読でき、患者に説明できる。 

11. 子宮卵管造影を判読でき、患者に説明できる。 

12. 腹腔鏡手術の適応を患者に説明できる。 

13. 人工授精の適応や方法を患者に説明できる。 

14. 男性不妊症の治療の説明ができる。 

15. 男性不妊症における小手術の助手ができる。 

16. IVFの一連の手技の助手ができる。 
 
〈研修スケジュール〉 

月～水 木 金 土 日 
８：３０～９：００ 

病棟業務 

９：００～１０：００ 

体外受精（採卵等） 

１０：００～１２：００ 

外来業務＊ 

１２：００～１３：３０ 

体外受精（胚移植） 

１３：３０～１５：００ 

手術（帝切等） 

１５：００～１８：００  

外来業務＊ 

 

 

８：３０～９：００ 

 病棟業務 

９：００～１０：００ 

体外受精（採卵等） 

１０：００～１２：００ 

外来業務＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

８：３０～９：００ 

病棟業務 

９：００～１０：００ 

体外受精（採卵等） 

１０：００～１２：００ 

外来業務＊ 

１２：００～１３：３０ 

体外受精（胚移植） 

１３：３０～１５：００ 

手術（帝切等） 

１５：００～１８：００ 

外来業務＊ 

 

 

８：３０～９：００ 

病棟業務 

９：００～１０：００ 

体外受精（採卵等） 

１０：００～１２：００ 

外来業務＊ 

１２：００～１３：３０ 

体外受精（胚移植） 

１４：００～１５：００ 

泌尿器科手術 

１５：００～１８：００ 

男性不妊外来 

 

 

 

＊ 週日の外来業務は、妊婦検診外来、不妊症外来、婦人科一般外来がある。 

☆ 上記業務を選択して組み合わせて週5日間の研修。 

☆ カンファレンスは月曜 18:00～20:00 に東海大産婦人科医局カンファレンスとインターネットをつないで行

う。 

 



  

 石巻赤十字病院  
 
東日本大震災を契機に医療資源不足、地域医療体制の脆弱性、地域住民の高齢化など元々存在していた問題が

一気に顕在化した。「断らない救急体制の確立」を目指して一次から三次まで幅広く、そして、地域の７割以上

の救急患者を受け入れている救命救急センターは、特に、石巻医療圏を中心とした地域医療の現実の、正に、縮

図状態となっている。救命救急センター専従救急科医師を中心に、外来だけではなく救急科が担当している入院

患者も含めて、地域医療の実情を知る研修となる。 
女川町は離島を抱える人口 7000 人の石巻市の隣町である。震災により元々10000 人いた人口は 3000 人減少

し、町内唯一の町立病院は介護施設と一体となった有床診療所として再出発した。地域包括ケアの中心となり町

民の健康を支えている女川町地域医療センターでは、当院と全く異なる役割の医療福祉介護を知る研修となる。 
 
１．研修目標（GIO） 
  初期臨床研修制度の理念に到達できるようにするために、地域の医療の実情を理解し、プライマリーケア

に要求される基本的な知識と技術を習得するとともに、併せて医師としてふさわしい倫理観、態度、習慣を

身につける。 
 
２．行動目標（SBO） 
 ・所属元初期研修病院と異なる特徴を述べることができる。 
 ・医療的問題だけではなく、社会的問題も解決できる。 
 ・医療関係者だけではなく、患者・家族とも良好なコミュニケーションを計れる。 
 
３．研修スケジュール 
   平日日中勤務を中心に研修を行いますが、３交代勤務体制の中で休日勤務、準夜、または、深夜勤務も

あります。イベント救護など、救護活動がある時は参加することができます。被災地見学も行なっていま

す。  
 
 月 火 水 木 金 土 日 

 
救命救急 

センター 

救命救急 

センター 

女川町 

地域医療 

センター 

救命救急 

センター 
救命救急 

センター 
救命救急 

センター 
救命救急 

センター 

朝 
7:45 

カンファ 

レンス 

7:45 

カンファ 

レンス 

院内研修 

離島診療 

仮設住宅往診 

等 

7:45 

カンファ 

レンス 

7:45 

カンファ 

レンス 

回診 回診 

午

前 
外来 外来 外来 外来 外来 外来 

午

後 
外来 外来 外来 外来 外来 外来 

夕 回診 回診 回診 回診 回診 回診 

 

 

 

 

 



  

４．研修責任者 

  副院長 石橋悟 

  救急科部長 小林道生 

  救急科副部長 遠山昌平 

 

５．評価方法 

  石巻赤十字病院 救急科指導医師、救急外来看護師 

  女川町地域医療センター 指導医師、医師以外医療従事者 

  が、それぞれ評価します。 

 

６．研修に関する連絡事項 

・研修初日は、9時 30分に２階教育研修センターまでお越しください。 

・白衣（スクラブ可）をお持ち下さい。 

・昼食は、職員食堂、コンビニ、カフェテリアがご利用いただけます。 



  

 長崎県島原病院  
 
・一般目標（ＧＩＯ） 

当院の「患者さん本人の立場に立った医療」という基本理念のもと、医師としての人間性の涵養とプライマリ・

ケアの基本診療能力の習得を達成する。 

 

 

・行動目標（ＳＢＯ） 

医師として必要な基本姿勢・態度など、本研修の行動目標を次のとおりとする。 

（1）臨床研修の目的は、患者を全人的に診るための基本的能力を身につけることであり、診療にあたっては医

師と患者の良好な関係が確立されなければならない。このため、診療にあたっては、インフォームドコンセ

ントを基本にして、患者中心の医療を行う。 

（2）医療チームの一員としての役割を理解し、他の医師はもとより、他職種のメンバーとの協調に努めること。

又、早期退院と医療の継続を目的に、病診連携、保健・福祉との連携など、地域につながるチーム医療の展

開に努めこと。 

（3）自己の臨床能力向上を図るため、自分が経験した症例については関連学会・論文等で発表するなど研鑚に

努めること。 

 

・方略（ＬＳ） 

（内科） 

  （1）外来では予診をとり専門医の患者との対応、診察の仕方、検査結果の解釈、診断過程、鑑別診断、治

療法について修得する。 

（2）病棟では、一人4～5人程度の患者を受け持つ。新患紹介、回診、カンファランス、ＣＰＣ（1回/月）

等で疾患の理解を深める。 

（3）自分が経験した貴重な症例については関連学会、論文等で発表する。 

（外科） 

（1）入院患者の診療に従事し、手術、術前術後の管理の実際を行う。 

（2）外来診療では、外来診療の実際を経験する。 

（3）担当患者の手術レポートを指導医に提出しチェックを受ける。 

 

・評価（Ｅｖ） 

研修医は、研修医手帳により自己の研修内容を記録・評価し、経験した症例の要約を作成する。指導医は研修

の観察・指導を行い、目標達成状況を研修医手帳、評価表から把握し形成的評価を行う。 



  

・研修スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 日 

ＡＭ 

ＧＩＳ 透視 心カテ 

中央処置室 

ＧＩＳ ＧＩＳ   

ＰＭ 

フリー 心エコー 

ＥＳＤなど 

ＢＦ 急患対応 フリー   

その他 

第1、3医局会 

第2消化器・呼

吸器カンファ 

16：00～ 

新患カンファ 

呼吸器カンフ

ァ 

16：00～回診 

18：00 外科合

同カンファ 

   

※外科は基本的に手術。手術がない時は病棟業務 



  

 山近記念総合病院  
 
【指導体制】 
杉田輝地    理事長  日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、

日本消化器病学会専門医、がん治療暫定教育医、乳がん読影認定医 
 
久保田光博   院長 日本外科学会専門医・指導医、日本乳癌学会専門医・指導医、日本消

化器病学会専門医、日本内分泌・甲状腺外科登録認定医、臨床研修指

導医、がん治療認定医、マンモグラフィ読影認定医 
 
佐藤哲也    院長代行 低侵襲外科治療（腹腔鏡下手術）、胸腹部血管内治療、マンモグラフィ

読影認定医 
 
井上康一    副院長 日本外科学会指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、臨床研修

指導医、麻酔科標榜医、日本医師会認定産業医 
 
金谷剛志     外科科長    日本外科学会専門医、臨床研修指導医 
 
山近大輔    外科 日本外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学

会専門医、臨床研修指導医、日本消化管学会胃腸科認定医、がん治療

認定医、マンモグラフィ読影認定医 
 
佐藤誠     外科 日本外科学会認定医・専門医、臨床研修指導医、マンモグラフィ読影

認定医 
 
宮地孟        外科       日本外科学会認定医、マンモグラフィ読影認定医 
 
 
【研修概要】 
・一般目標（GIO） 
外科的疾患の手術適応、術前検査、周術期管理などの基礎的知識やプライマリ・ケアの実践に求められ

る切開・縫合などの基本的手技を習得する。 
将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切な対応ができるように、外科医

療チームの一員として診療に携わりながら、外科的疾患への対応、周術期管理を研修する。外科的治療の

適応、有効性と限界、その手術術式を理解しながら、プライマリ・ケアの実践に必要な外科的基本手技を

身につける。将来、外科系を志望する医師に対しては、これら導入的な基礎的知識や基本的手技のほか、

さらに簡単な手術を術者として研修する。各診療科の指導医が研修の指導にあたり、診療計画を推進する。 
 
・行動目標（SBO） 
（１） 患者・家族や医療スタッフとの信頼関係を築き、チーム医療を実践する。 
（２） 術前検査の計画（種類、進め方、結果の評価）を実施できる。 
（３） 手術患者の危険因子（risk factor）をまとめたプレゼンテーションができる。 



  

（４） インフォームド・コンセントの基本を説明できる。 
（５） 周術期における輸液・輸血の管理ができる。 
（６） 周術期管理に使用される生体監視装置（モニター）の評価ができる。 
（７） 主要な術後合併症を列挙し、その予防方法と対応を説明できる。 
（８） 周術期における医療事故、院内感染などの防止および発生後の対処法を理解し、マニュアルなどに

沿って行動できる。 
 
・方略（LS） 
（１） 清潔・不潔の区別を説明し、正しく実施（手洗い、ガウンテクニック、器具の操作）ができる。 
（２） 術野と創の消毒方法を説明し、正しく実施できる。 
（３） 創のデプリードマン、止血方法、基本的な縫合（局所麻酔法を含む）を説明し、正しく実施できる。 
（４） 包帯法とドレッシングの基本を説明し、正しく実施できる。 
（５） 胸（腹）腔ドレーンや胃管挿入の適応や方法、手技に伴う合併症などを説明し、正しく実施できる。 
（６） 脳神経外科疾患の救急処置、手術、合併症などを正しく理解し管理できる。 
 
・評価（Ev） 
 知識や技能について、指導医が評価を行う。外科医としての基本的知識、検査手技、手術手技を習得し

なければならない。そのために以下の項目に関し指導医が評価する。 
（１） オリエンテーション 

始めにオリエンテーションを行い、院内の諸規則、臨床研修医の心得、施設設備の概要と利用法、

文献の検索方法などを学ぶ。 
（２） 外来研修 

スタッフの外来診療に参加し、患者対応の手法、問診と理学的所見の取り方、検査の手順、一般外

来処置、外来小手術などの手法を習得する。 
（３） 病棟研修 

外科診療チームの一員として、包交、各種外科的処置、術前術後管理を習得する。手術に際しては、

手術の助手を務め基本的手技を習得し、研修により技能の向上が認められれば難易度の低い手術に

関して指導医のもとに実際に執刀する。 
（４） 当直 

スタッフとともに当直し、救急患者の診断、治療を習得する。 



  

 
･研修スケジュール 

月 火 水 木 
 
8:30  MR(*1) 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER(*2) 
17:00 当直(*4) 

 
8:30  MR 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER 

 
8:30  MR 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER 

7:30 術前ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ 
8:30  MR 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER 

金 土(*5) 日 
 
8:30  MR 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER 
16:50 MR ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ(*3) 

 
8:30  MR 
9:00 病棟業務 
 
13:00 手術 
 
16:00  ER 

 

*1  MR:morning report: 指導医に報告・検討 
*2  ER:evening report: 指導医に報告・検討 
*3  MR ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ：臨床画像診断についての検討 
*4  週一回当直 
*5  第２，４，５土曜日は休診日 
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