
－1－ 

2022年度東海大学臨床研修病院群 研修プログラム 

〈臨床研修の基本理念〉（医師法第一六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令）臨床研修は、医師が、医師としての

人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療に

おいて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければなら

ない。

I 臨床研修の基本方針 

１ ２年間のローテート研修は、総合診療能力（全人的診療）の習得を目的とする。

２ 高い診療能力の習得を目指し、積極的に自己研修に努める。同時に、病院業務の重要な一員であることを自覚し、病院

および診療各科の方針、規則に従い、誠実に勤務する。

３ 学生臨床実習（クリニカルクラークシップ）の実施に積極的に参加し、学生に対する臨床教育の効果向上に協力する。 

Ⅱ 臨床研修病院群 （研修病院群名：東海大学臨床研修病院群）

１ 基幹型臨床研修病院：

東海大学医学部付属病院

〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143（TEL）0463-93-1121 

２ 協力型臨床研修病院：

１）東海大学医学部付属東京病院

〒151-0053 
東京都渋谷区代々木1-2-5（TEL）03-3370-2321 

２）東海大学医学部付属大磯病院

〒259-0198 
神奈川県中郡大磯町月京21-1（TEL）0463-72-3211 

３）東海大学医学部付属八王子病院

〒192-0032 
東京都八王子市石川町1838（TEL）042-639-1111 

４）医療法人社団松和会池上総合病院

〒146-8531 
東京都大田区池上 6-1-19（TEL）03-3752-3151 

５）社会医療法人社団三思会東名厚木病院

〒243-8571 
神奈川県厚木市船子232（TEL）046-229-1771 

６）公益財団法人積善会曽我病院

〒250-0203 
神奈川県小田原市曽我岸148（TEL）0465-42-1630 

７）医療法人弘徳会愛光病院

〒243-0005 
神奈川県厚木市松枝2-7-1（TEL）046-221-1737 
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８）神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 
〒259-1187 
神奈川県伊勢原市田中345（TEL）0463-94-2111 
 

９）社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 
〒243-0433 
神奈川県海老名市河原口1320（TEL）046-233-1311 
 

１０）平塚市民病院 
〒254-0065 
神奈川県平塚市南原1-19-1（TEL）0463-32-0015 
 

１１）秦野赤十字病院 
〒257-0017 
神奈川県秦野市立野台1-1（TEL）0463-81-3721  
 

１２）石巻赤十字病院 
〒986-8522 
宮城県石巻市蛇田字西道下71（TEL）0225-21-7220 
 

１３）長崎県島原病院 
〒855-0861 
長崎県島原市下川尻町7895（TEL）0957-63-1145 
 

１４）組合立諏訪中央病院 
〒391-8503 
長野県茅野市玉川4300（TEL）0266-72-1000 
 

１５）医療法人財団互恵会大船中央病院 
〒247-0056 
神奈川県鎌倉市大船6-2-24（TEL）0467-45-2111 
 

１６）医療法人尽誠会山近記念総合病院 
〒256-0815 
神奈川県小田原市小八幡3-19-14（TEL）0465-47-7151 
 

１７）医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 
〒253-0052 
神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1（TEL）0467-58-1311 
 

１８）医療法人社団朋友会けやきの森病院 
〒253-0106 
神奈川県高座郡寒川町宮山3505（TEL）0467-74-5331 
 

１９）医療法人社団厚仁会秦野厚生病院 
〒257-0003 
神奈川県秦野市南矢名2-12-1（TEL）0463-77-1108 
 

２０）長野県厚生農業共同組合連合会富士見高原医療福祉センター富士見高原病院 
〒399-0214 
長野県諏訪郡富士見町落合11100（TEL）0266-62-3030 
 

２１）一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 
〒220-8521 
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3（TEL）045-221-8181 
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３ 臨床研修協力施設： 
（１）神奈川県秦野伊勢原医師会内の診療所 

１）伊勢原石田内科クリニック 
〒259-1114 
神奈川県伊勢原市高森1325（TEL）0463-92-6771 
 

２）市川こどもクリニック 
〒259-1133 
神奈川県伊勢原市東大竹1544-3（TEL）0463-86-5665 
 

３）上岡眼科医院 
〒257-0051 
神奈川県秦野市今川町4-14（TEL）0463-81-0708 
 

４）おおたレディースクリニック 
〒259-1131 
神奈川県伊勢原市伊勢原2-2-12（TEL）0463-93-0383 
 

５）古閑医院 
〒259-1315 
神奈川県秦野市柳町1-4-12（TEL）0463-88-0030 
 

６）湘南伊勢原クリニック 
〒259-1114 
神奈川県伊勢原市高森3-5-12（TEL）0463-73-7139 
 

７）新川クリニック 
〒257-0003 
神奈川県秦野市南矢名1-6-40（TEL）0463-76-3341 
 

８）関野小児科内科クリニック 
〒257-0011 
神奈川県秦野市尾尻942-9（TEL）0463-84-2580 
 

９）武田クリニック 
〒259-1131 
神奈川県伊勢原市伊勢原2-2-15（TEL）0463-96-1024 
 

１０）平石整形外科 
〒257-0011 
神奈川県秦野市尾尻560（TEL）0463-85-1122 
 

１１）丸山クリニック 
〒257-0001 
神奈川県秦野市鶴巻北2-2-25（TEL）0463-77-8788 
 

（２）その他の研修施設 
１） ありがとうみんなファミリークリニック平塚 

〒259-1212 
神奈川県平塚市岡崎215-3（TEL）0463-59-3739 
 

２） 五十嵐外科胃腸科医院 
〒246-0022 
横浜市瀬谷区三ツ境110-2（TEL）045-362-5668 
 

３） 石井呼吸器内科医院 
〒250-0863 
神奈川県小田原市飯泉65（TEL）0465-48-4159 
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４） 今岡医院 
〒243-0028 
神奈川県厚木市愛甲西3-2-6（TEL）046-248-1046 
 

５） 医療法人社団厚仁会厚仁病院 
〒763-0043 
香川県丸亀市通町133（TEL）0877-23-2525 
 

６） 医療法人奨進会東部クリニック 
〒904-2174 
沖縄県沖縄市与儀3-9-1（TEL）098-932-0111 
 

７） 扇町しらさぎ内科クリニック 
〒250-0001 
神奈川県小田原市扇町5-26-8（TEL）0465-43-8111 
 

８） 女川町地域医療センター 
〒986-2243 
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-1（TEL）0225-53-5511 
 

９） 亀田森の里病院 
〒243-0122 
神奈川県厚木市森の里3-1-1（TEL）046-247-2121 
 

１０）湘南真田クリニック 
〒259-1206 
神奈川県平塚市真田2-6-27（TEL）0463-50-3400 
 

１１）せやクリニック 
〒246-0014 
神奈川県横浜市瀬谷区中央1-6（TEL）045-301-2528 
 

１２）富田医院 
〒250-0205 
神奈川県小田原市曽我別所777-6（TEL）0465-42-0822 
 

１３）内科久保田医院 
〒259-1212 
神奈川県平塚市岡崎3531（TEL）0463-50-3015 
 

１４）美瑛町立病院 
〒071-0207 
北海道上川郡美瑛町中町3-8-35（TEL）0166-68-7111 
 

１５）螢田診療所 
〒250-0865 
神奈川県小田原市蓮正寺310（TEL）0465-36-3230 
 

１６）みその生活支援クリニック 
〒252-0317 
神奈川県相模原市御園4-15-10（TEL）042-765-1331 
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Ⅲ 研修プログラムおよび定員数 
 

東海大学医学部付属病院を基幹型臨床研修病院（施設番号：030287）とする。 

 

１．東海大学臨床研修病院群基本研修プログラム（プログラム番号：030287601 ）募集定員：33名 

プログラム責任者：鈴木秀和 副プログラム責任者：反町隆俊、松田晋一、山本賢司、鍋島一仁 

８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ 

内科１ 
（総合内科） 

内科２ 
(選択)① 

内科２ 
(選択)② 

外科 麻酔科 小児 産婦 救命救急 
精神

科 
地域 
医療 

選択１ 選択２ 選択３ 
選択

４ 
選択

５ 
選択

６ 
調整

週 

◆ 内科１（総合内科）研修は、東海大学医学部付属病院または付属大磯病院で実施。 

◆ 内科２（選択）①、②研修は、東海大学医学部付属病院の内科各科、または付属東京・大磯・八王子病院、池上総合

病院で実施。 

◆ 外科・麻酔科・救命救急科研修は、東海大学医学部付属病院で実施。 

◆ 小児科・産婦人科研修は、東海大学医学部付属病院または付属八王子病院で実施。 

◆ 精神科研修は、東海大学医学部付属病院と愛光病院、曽我病院、けやきの森病院、秦野厚生病院のいずれかで実施。 

◆ 地域医療研修は、神奈川県内秦野伊勢原・平塚・厚木・相模原・小田原・横浜医師会内の診療所、亀田森の里病院、

茅ヶ崎徳洲会病院、山近記念総合病院で実施。 

◆ 選択１、２、３は、東海大学医学部付属４病院の各科および伊勢原協同病院（血液内科・循環器内科・消化器内科・呼

吸器内科・神経内科・内分泌糖尿病内科・腎臓内科・小児科）、海老名総合病院（総合診療科）、東名厚木病院（消化器

内科・循環器内科・腎臓内科・外科・呼吸器科・整形外科・脳神経外科・救急部）、秦野赤十字病院（内科(一般)・外科

(消化器)・小児科・整形外科）、平塚市民病院（消化器内科・一般外科）から選択し研修する。 

◆ 選択４、５、６は、東海大学医学部付属４病院の各科および伊勢原協同病院（小児科）・海老名総合病院（総合診療科）、

秦野赤十字病院（内科(一般)・外科(消化器)・小児科・整形外科）、平塚市民病院（消化器内科・一般外科）、上岡眼科、

おおたレディースクリニック、新川クリニック、平石整形外科、山近記念総合病院（外科）、茅ヶ崎徳洲会病院（内科）、

亀田森の里病院（内科）から選択し研修する。 

◆ 東海大学医学部付属病院で５２週以上の研修を実施。 

◆ 選択科目の東海大学医学部付属病院リハビリテーション科研修は、研修内容に応じて伊勢原協同病院リハビリテーション

科研修も実施。 

◆ 選択１、２、３、４、５、６で同一の研修科を選択することは可能。 
 

２．東海大学臨床研修病院群地域医療研修プログラム（プログラム番号：030287602 ）募集定員：10 名 

プログラム責任者：小澤秀樹 
８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ 

内科１ 
(総合内科) 

内科２ 
(選択)① 

内科２ 
(選択)② 

外科 麻酔科 小児 産婦 救命救急 
精神

科 
地域

医療 
選択１ 選択２ 選択３ 

選択

４ 
選択

５ 
選択

６ 
調整

週 

◆ 内科１（総合内科）研修は、東海大学医学部付属病院または付属大磯病院で実施。 

◆ 内科２（選択）①、②研修は、東海大学医学部付属病院の内科各科、または東海大学医学部付属東京・大磯・八王子病

院、池上総合病院、大船中央病院、諏訪中央病院（長野）、石巻赤十字病院（宮城）で実施。但し、諏訪中央病院（長野）

のみ研修期間を１２週とするため、選択４を充当する。 

◆ 外科・麻酔科・救命救急科研修は、東海大学医学部付属病院で実施。 

◆ 小児科・産婦人科研修は、東海大学医学部付属病院または付属八王子病院で実施。 

◆ 精神科研修は、東海大学医学部付属病院と愛光病院、曽我病院、けやきの森病院、秦野厚生病院のいずれかで実施。 

◆ 地域医療研修は、美瑛町立病院（北海道）、東部クリニック（沖縄）、長崎県島原病院（長崎）、富士見高原病院（長野）、

神奈川県内秦野伊勢原・平塚・厚木・相模原・小田原・横浜医師会内の診療所、亀田森の里病院、茅ヶ崎徳洲会病院、

山近記念総合病院で実施。但し、美瑛町立病院、東部クリニック、長崎県島原病院のみ研修期間を８週とするため、選

択４を充当する。 

◆ 選択１、２、３は、東海大学医学部付属４病院の各科および東名厚木病院（消化器内科・循環器内科・腎臓内科・外科・

呼吸器科・整形外科・脳神経外科・救急部）から選択し研修する。 

◆ 選択４、５、６は、東海大学医学部付属４病院の各科で実施。 

◆ 東海大学医学部付属病院で５２週以上の研修を実施。 

◆ 選択１、２、３、４、５、６で同一の研修科を選択することは可能。  
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３．東海大学臨床研修病院群周産期研修プログラム（プログラム番号： 030287603）募集定員：6名 

プログラム責任者：池田仁惠 

８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ 

内科１ 
（総合内科） 

内科２ 
(選択)① 

内科２ 
(選択)② 

麻酔科 外科 小児 産婦 救命救急 
精神

科 
地域 
医療 

小児

or 
産婦 

選択１ 選択２ 選択３ 
選択

４ 
選択

５ 
選択

６ 
調整

週 

◆ 内科１（総合内科）研修は、東海大学医学部付属病院または付属大磯病院で実施。 

◆ 内科２（選択）①、②研修は、東海大学医学部付属病院の内科各科、または付属東京・大磯・八王子病院、医療法人社

団松和会池上総合病院で実施。 

◆ 麻酔科・小児科・産婦人科・救命救急科研修は、東海大学医学部付属病院で実施。 

◆ 外科研修は、東海大学医学部付属病院の消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、脳神経外科、または付属

東京・大磯病院の一般外科で実施。 

◆ 精神科研修は、東海大学医学部付属病院と愛光病院、曽我病院、けやきの森病院、秦野厚生病院のいずれかで実施。 

◆ 地域医療研修は、五十嵐外科胃腸科医院、市川こどもクリニック、今岡医院、亀田森の里病院、古閑医院、湘南伊勢原

クリニック、関野小児科内科クリニック、丸山クリニック、みその生活支援クリニックのいずれかで実施。 

◆ 選択必修として、小児科または産婦人科でさらに４週間研修する。小児科は、東海大学医学部付属病院、付属八王子病

院、伊勢原協同病院、秦野赤十字病院のいずれかで実施。産婦人科は、東海大学医学部付属病院または付属八王子病院

で実施。 

◆ 地域医療、選択必修の小児科または産婦人科、および選択１、２の研修中に、小児科・産婦人科のいずれか希望する科

のカンファレンスに毎月１回参加する。 

◆ 選択１、２、３、６は、付属４病院の各科で研修する。選択４、５は、東海大学医学部付属４病院の各科および東名厚

木病院（消化器内科・循環器内科・腎臓内科・外科・呼吸器科・整形外科・脳神経外科・救急部）、おおたレディースク

リニック、医療法人社団厚仁会厚仁病院（香川）から選択し研修する。 

◆ 東海大学医学部付属病院で５２週以上の研修を実施。 

◆ 選択科目の東海大学医学部付属病院リハビリテーション科研修は、研修内容に応じて伊勢原協同病院リハビリテーション

科研修も実施。 

◆ 選択科目１、２、３、４、５、６で同一の研修科を選択することは可能。 
 

４．東海大学臨床研修病院群地域医療重点研修プログラム（プログラム番号: 030287604）募集定員：2名 

プログラム責任者：池田仁惠 

８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ８ｗ ４ｗ ４ｗ ４ｗ 

内科１ 
(総合内科) 

内科２ 
(選択)① 

内科２ 
(選択)② 

麻酔科 外科 小児 産婦 救命救急 
精神

科 
地域

医療 
選択１ 選択２ 選択３ 選択４ 

選択

５ 
選択

６ 
調整

週 

◆ 内科１（総合内科）研修は、東海大学医学部付属病院または付属大磯病院で実施。 

◆ 内科２（選択）①研修は、東海大学医学部付属病院の内科各科で実施。 

◆ 内科２（選択）②研修は、東海大学医学部付属病院の内科各科、または付属東京・大磯・八王子病院、医療法人社団松

和会池上総合病院、大船中央病院、石巻赤十字病院、諏訪中央病院、けいゆう病院で実施。但し、諏訪中央病院のみ研

修期間を１２週とするため、選択４の４週間を充当する。 

◆ 麻酔科・小児科・産婦人科・救命救急科研修は、東海大学医学部付属病院で実施。 

◆ 外科研修は、東海大学医学部付属病院、または大船中央病院、石巻赤十字病院、けいゆう病院で実施。但し、けいゆう

病院のみ研修期間を８週間とするため、選択４を充当する。 

◆ 精神科研修は、東海大学医学部付属病院と愛光病院、曽我病院、けやきの森病院、秦野厚生病院のいずれかで実施。 

◆ 地域医療研修は、女川町地域医療センター、富士見高原病院、神奈川県内秦野伊勢原・平塚・厚木・相模原・小田原・

横浜医師会内の診療所、亀田森の里病院、茅ヶ崎徳洲会病院、山近記念総合病院で実施。但し、富士見高原病院のみ研

修期間を８週間とするため、選択４の４週間を充当する。 

◆ 選択科目１、２、３、４は、東海大学医学部付属4病院の各科および東名厚木病院（消化器内科・循環器内科・腎臓内

科、外科、呼吸器科、整形外科、脳神経外科、救急部）から選択し研修する。 

◆ 選択科目５、６は、東海大学医学部付属病院の各科で実施。 

◆ 東海大学医学部付属病院で５２週以上の研修を実施。 
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◆ 選択科目の東海大学医学部付属病院リハビリテーション科研修は、研修内容に応じて伊勢原協同病院リハビリテーション

科研修も実施。 

◆ 内科２（選択）②研修を大船中央病院で実施する場合は、外科、選択１とあわせて２０週間を同病院で研修する。 

◆ 内科２（選択）②研修を石巻赤十字病院で実施する場合は、外科、選択５とあわせて１６週間を同病院で研修し、地域

医療研修は女川町地域医療センターで実施する。また、内科２（選択）②研修を東海大学医学部付属病院の内科各科で

行い、外科と選択１・５の１６週間を石巻赤十字病院で研修し、地域医療研修を女川町地域医療センターで実施するこ

とも可能。但し、女川町地域医療センターで地域医療研修の受入れが困難な場合は、神奈川県内秦野伊勢原・平塚・厚

木・相模原・小田原・横浜医師会内の診療所、亀田森の里病院、茅ヶ崎徳洲会病院、山近記念総合病院で実施。 

◆ 内科２（選択）②研修を諏訪中央病院で実施する場合は、地域医療研修は富士見高原病院で実施する。 

◆ 内科２（選択）②研修をけいゆう病院で実施する場合は、外科、選択１をあわせて２０週間を同病院で研修する。 

◆ 選択科目１、２、３、４、５、６で同一の研修科を選択することは可能。 
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2022年度東海大学臨床研修病院群 研修目標 

Ⅰ 到達目標 
 

医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄与する職業の重大性を深く認識し、医師としての基本

的価値観（プロフェッショナリズム）及び医師としての使命の遂行に必要な資質・能力を身に付けなくてはならない。

医師としての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値観を自らのものとし、基本的診療業務ができるレベルの資質・

能力を修得する。 

 

【注釈：東海大学附属病院臨床研修プログラム（2年間）は2020 年度よりOBE（Outcome-based Education）システムを

採用した。この Outcome に相当するコンピテンス/コンピテンシーに、以下の A~B が相当する。すなわちコンピテンスと

して、A.1~4, B.1~9 の合計13項目、その下位に属するコンピテンシーとして、B.1. ①~⑤、B.2. ①~③、B.3. ①~③、B.4. 

①~③、B.5. ①~②、B.6. ①~④、B.7. ①~⑥、B.8. ①~③、B.9. ①~③の 32 項目がある。これらは 2 年間終了時の達成

すべき Outcome を言語化した厚労省の研修ガイドラインから引用したもので、いわば全国共通である。一方で、東海大学

医学部卒前プログラム（６年間）では、６年間終了時（すなわち研修開始時）に達成すべき状況を６つのコンピテンス

/41 のコンピテンシーに言語化している。これらは、東海大学医学部の３つのミッションから当医学部で独自に制定したも

のである。以上の卒後・卒前の 2 つのOutcome の間に齟齬があるようでは研修に支障をきたしかねないので、２つの対応

状況を268 頁以降に示した。また、この部分では、必修分野で共通する「到達目標」を明記しており、分野ごとで修得が

望まれる項目については、「研修プログラム内容の詳細」の部分で、特科コンピテンス（従来の GIO に相当）と、

特科コンピテンシー（従来のSBO を少し合体して整理したもの）明確化して、研修医の利便性を図った。 

（なお、ここでの“特科”とは、“当該科に特化した【specific な】”という意味） 】 

 

A. 医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及び公衆

衛生の向上に努める。 

２．利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

３．人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

４．自らを高める姿勢  

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

B. 資質・能力 

１．医学・医療における倫理性 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

① 人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

④ 利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 

⑤ 診療、研究、教育の透明性を確保し、不法行為の防止に努める。 

２．医学知識と問題対応能力 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題に対して、科学的根拠に経験を加味して

解決を図る。 

① 頻度の高い症候について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応を行う。 

② 患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮した臨床判断を行う。 

③ 保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 

３．診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

① 患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。 

② 患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。 

③ 診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 
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４．コミュニケーション能力 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

① 適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 

② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の主体的な意思決定を支援する。 

③ 患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

５．チーム医療の実践 

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

① 医療を提供する組織やチームの目的、チームの各構成員の役割を理解する。 

② チームの構成員と情報を共有し、連携を図る。 

６．医療の質と安全管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

② 日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 

③ 医療事故等の予防と事後の対応を行う。 

④ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、自らの健康管理に努める。 

７．社会における医療の実践 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会と国際社会に貢献する。 

① 保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 

② 医療費の患者負担に配慮しつつ、健康保険、公費負担医療を適切に活用する。 

③ 地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。 

④ 予防医療・保健・健康増進に努める。 

⑤ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

⑥ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。 

８．科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に寄与する。 

① 医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

② 科学的研究方法を理解し、活用する。 

③ 臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携わり、生涯に

わたって自律的に学び続ける。 

① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

② 同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌やゲノム医療を含む。）を把握する。 

 

C. 基本的診療業務  

コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、以下の各領域において、単独で診療ができる。 

１．一般外来診療 

頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を行い、主な慢性疾患については継続

診療ができる。 

２．病棟診療 

急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全身的な診療とケアを行い、地域

医療に配慮した退院調整ができる。 

３．初期救急対応 

緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時には応急処置や院内外の専門部門

と連携ができる。 

４．地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉に関わる種々の施設や組織と

連携できる。 
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Ⅱ 実務研修の方略 

 

研修期間 

研修期間は原則として2 年間とする。 

 

臨床研修を行う分野・診療科 

＜オリエンテーション＞ 

１）臨床研修制度・プログラムの説明：理念、到達目標、方略、評価、修了基準、研修管理委員会、メンターの紹介など。 

２）医療倫理：人間の尊厳、守秘義務、倫理的ジレンマ、利益相反、ハラスメント、不法行為の防止など。 

３）医療関連行為の理解と実習：診療録（カルテ）記載、保険医療機関･保険医･保険診療、診断書作成、保険医療講習会、

採血・注射、皮膚縫合、BLS・ACLS、救急当直、各種医療機器の取り扱いなど。 

４）患者とのコミュニケーション：服装、接遇、インフォームドコンセント、困難な患者への対応など。 

５）医療安全管理：インシデント・アクシデント、医療過誤、院内感染、災害時対応など。 

６）多職種連携・チーム医療：院内各部門に関する説明や注意喚起など。 

７）地域連携：地域包括ケアや連携システムの説明など。 

８）自己研鑽：図書館（電子ジャーナル）、学習方法、文献検索、EBM など。 

 

＜必修分野＞ 

① 内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急、麻酔科、地域医療を必修分野とする。また、内科（一般内科）、

外科（一般外科）、小児科、地域医療の研修中に一般外来での研修を並行研修として行う。 

② 内科24週、救急、麻酔科は８週、小児科、産婦人科、精神科はそれぞれ4週の研修を行う。外科、地域医療は４週

あるいは８週の研修を行う。本来、救急は１２週であるが、麻酔科８週のうち４週を救急の研修期間とみなす。また、

周産期研修プログラムのみ、さらに小児科、産婦人科のいずれか４週の研修を行う。 

③ 各分野では一定のまとまった期間にブロック研修を行うことを基本とする。 

④ 内科については、入院患者の一般的・全身的な診療とケア、及び一般診療で頻繁に関わる症候や内科的疾患に対応す

るために、内科各診療科での病棟研修を含めた幅広い内科的疾患に対する研修を行う。 

⑤ 外科については、一般診療において頻繁に関わる外科的疾患への対応、基本的な外科手技の習得、周術期の全身

管理などに対応するために、病棟研修を含めた幅広い外科的疾患に対する研修を行う。 

⑥ 小児科については、小児の心理・社会的側面に配慮しつつ、新生児期から思春期までの各発達段階に応じた総合的な

診療を行うために、病棟研修を含めた幅広い小児科疾患に対する研修を行う。 

⑦ 産婦人科については、妊娠・出産、産科疾患や婦人科疾患、思春期や更年期における医学的対応などを含む一般

診療において、頻繁に遭遇する女性の健康問題への対応等を習得するために、病棟研修を含めた幅広い産婦人科領域

に対する研修を行う。 

⑧ 精神科については、精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、精神科専門外

来又は精神科リエゾンチームでの研修を行う。急性期・慢性期入院患者の診療は協力型臨床研修病院で研修を行う。 

⑨ 救急については、頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応の研修を含め高度救命救急

センターで研修する。麻酔科研修8週のうち4週を救急の研修期間とみなす。 

⑩ 麻酔科については、気管挿管を含む気道管理及び呼吸管理、急性期の輸液・輸血療法、並びに血行動態管理法に

ついての研修を行う。 

⑪ 一般外来での研修については、内科（一般内科）、外科（一般外科）、小児科、地域医療との並行研修により、4 週

以上の研修を行う。各々の外来にて症候・病態については適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い

慢性疾患の継続診療を行うために、特定の症候や疾病に偏ることなく、初診患者の診療及び慢性疾患の継続診療を

含む研修を行う。一般外来研修においては、他の必修分野等との同時研修を行うことを前提とする。 

⑫ 地域医療については、原則として 2 年次にへき地の医療機関、許可病床数 200 床未満の病院又は診療所にて研修を

行う。原則として一般外来研修と在宅医療の研修を行うが、一部地域医療以外の研修先で在宅医療の研修を行う場合

もある。病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を行う。医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や

組織との連携を含む、地域包括ケアの実際について学ぶ研修を行う。 

⑬ 全研修期間を通じて、感染対策（院内感染や性感染症等）、予防医療（予防接種等）、虐待への対応、社会復帰支援、

緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング（ACP・人生会議）、臨床病理検討会（CPC）等、基本的な診療に

おいて必要な分野・領域等に関する研修を行う。また、診療領域・職種横断的なチーム（感染制御、緩和ケア、

栄養サポート、認知症ケア、退院支援等）の活動への参加や、児童・思春期精神科領域（発達障害等）、薬剤耐性、

ゲノム医療等、社会的要請の強い分野・領域等に関する研修への参加を奨励する。 
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経験すべき症候－29症候－  

外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見に基づく臨床推論と、病態

を考慮した初期対応を行う。 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・失神、けいれん発作、

視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、

熱傷・外傷、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・筋力低下、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、興奮・せん妄、

抑うつ、成長・発達の障害、妊娠・出産、終末期の症候 

 

経験すべき疾病・病態－26疾病・病態－  

外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺癌、肺炎、急性上気道炎、気管支喘息、慢

性閉塞性肺疾患（COPD）、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、胆石症、大腸癌、腎盂腎炎、尿

路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿病、脂質異常症、うつ病、統合失調症、依存症（ニコチン・ア

ルコール・薬物・病的賭博） 

※ 経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常診療において作成する病歴要約に

基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診断、治療、教育）、考察等を含む。 

※ 「経験すべき疾病･病態」の中の少なくとも１症例は、外科手術に至った症例を選択し、病歴要約には必ず手術要約

を含める。 

 

その他（経験すべき診察法・検査・手技等） 

基本的診療能力を身に付けるためには、患者の診療に直接携わることにより、医療面接と身体診察の方法、必要な臨床

検査や治療の決定方法、検査目的あるいは治療目的で行われる臨床手技（緊急処置を含む）等を経験し、各疾病・病態に

ついて、最新の標準治療の提供にチームの一員として貢献する経験が必要である。 

 

① 医療面接 

医療面接では、患者と対面した瞬間に緊急処置が必要な状態かどうかの判断が求められる場合があること、診断のため

の情報収集だけでなく、互いに信頼できる人間関係の樹立、患者への情報伝達や推奨される健康行動の説明等、複数の目

的があること、そして診療の全プロセス中最も重要な情報が得られることなどを理解し、望ましいコミュニケーションの

あり方を不断に追求する心構えと習慣を身に付ける必要がある。 

患者の身体に関わる情報だけでなく、患者自身の考え方、意向、解釈モデル等について傾聴し、家族をも含む心理社会的

側面、プライバシーにも配慮する。 

病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー等）を聴取し、診療録に記載する。 

② 身体診察 

病歴情報に基づいて、適切な診察手技（視診、触診、打診、聴診等）を用いて、全身と局所の診察を速やかに行う。

このプロセスで、患者に苦痛を強いたり傷害をもたらしたりすることのないよう、そして倫理面にも十分な配慮をする

必要がある。とくに、乳房の診察や泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）を行う場合は、指導医あるいは女性看

護師等の立ち合いのもとに行わなくてはならない。 

③ 臨床推論 

病歴情報と身体所見に基づいて、行うべき検査や治療を決定する。患者への身体的負担、緊急度、医療機器の整備状況、

患者の意向や費用等、多くの要因を総合してきめなければならないことを理解し、検査や治療の実施にあたって必須と

なるインフォームドコンセントを受ける手順を身に付ける。また、見落とすと死につながるいわゆる Killer disease を

確実に診断できることを目標に研修する。 

④ 臨床手技 

１）大学での医学教育モデルコアカリキュラム（2016 年度改訂版）では、学修目標として、体位変換、移送、皮膚消毒、

外用薬の貼布・塗布、気道内吸引・ネブライザー、静脈採血、胃管の挿入と抜去、尿道カテーテルの挿入と抜去、注

射（皮内、皮下、筋肉、静脈内）を実施できることとされている。また、中心静脈カテーテルの挿入、動脈血採血・

動脈ラインの確保、腰椎穿刺、ドレーンの挿入・抜去、全身麻酔・局所麻酔・輸血、眼球に直接触れる治療について

は、見学し介助できることが目標とされている。 

２）研修開始にあたって、各研修医が医学部卒業までに上記手技をどの程度経験してきたのか確認し、研修の進め方につ

いて個別に配慮する。 
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３）具体的には、①気道確保、②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む。）、③胸骨圧迫、④圧迫

止血法、⑤包帯法、⑥採血法（静脈血、動脈血）、⑦注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）、

⑧腰椎穿刺、⑨穿刺法（胸腔、腹腔）、⑩導尿法、⑪ドレーン・チューブ類の管理、⑫胃管の挿入と管理、

⑬局所麻酔法、⑭創部消毒とガーゼ交換、⑮簡単な切開・排膿、⑯皮膚縫合、⑰軽度の外傷・熱傷の処置、

⑱気管挿管、⑲除細動等の臨床手技を身に付ける。 

⑤ 検査手技 

血液型判定・交差適合試験、動脈血ガス分析（動脈採血を含む）、心電図の記録、超音波検査等を経験する。 

⑥ 地域包括ケア・社会的視点 

症候や疾病・病態の中には、その頻度の高さや社会への人的・経済的負担の大きさから、社会的な視点から理解し対応

することがますます重要になってきているものが少なくない。例えば、もの忘れ、けいれん発作、心停止、

腰・背部痛、抑うつ、妊娠・出産、脳血管障害、認知症、心不全、高血圧、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、腎不全、糖尿病、

うつ病、統合失調症、依存症などについては、患者個人への対応とともに、社会的な枠組みでの治療や予防の重要性を理解

する必要がある。 

⑦ 診療録 

日々の診療録（退院時要約を含む）は速やかに記載し、指導医あるいは上級医の指導を受ける。入院患者の退院時要約

には、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診断、治療方針、教育）、考察等を記載する。症候および疾

病・病態の研修を行ったことの確認に用いる退院時要約およびそれに準じる記録には必ず考察を記載し保管する。なお、

研修期間中に、各種診断書（死亡診断書を含む）の作成を必ず経験する。 

 

 

Ⅲ 到達目標の達成度評価 
 

臨床研修に係る研修医の評価は、（１）研修期間中の評価（形成的評価）と（２）研修期間終了時の評価（総括的評価）か

ら構成され、（１）は「研修医評価票（Ⅰ～Ⅲ）」、（２）は「臨床研修の目標の達成度判定票」をオンライン卒後臨床研修評

価システム（EPOC2）により実施する。 

なお、研修医の臨床研修の修了認定は、３つの評価（①研修実施期間の評価、②臨床研修の目標の達成度評価、③臨床医

としての適性の評価）で行う。 

 

１．臨床研修の目標の達成度評価までの手順 

（１）到達目標の達成度については、研修分野・診療科のローテーション終了時に研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを用いて評価

を行い、それらを用いて、半年に１回、プログラム責任者・副プログラム責任者が研修医に形成的評価（フィード

バック）を行う。 

（２）２年次終了時の最終的な達成状況については、臨床研修の目標の達成度判定票を用いて評価（総括的評価）する。 

 

２．研修医評価票の各項目の意味、解釈 

臨床研修の到達目標は、研修終了時に修得していることが求められる A.基本的価値観（プロフェッショナリズム）、

B.資質・能力、C.基本的診療業務から構成されるが、実務を通じた学習を中心とする臨床研修においては「実務評価」が

中心となり、深いレベルの知識についてはプレゼンテーションを通じた評価、技能については直接観察による評価、

価値観や態度については360度の直接観察による評価を行う。 

各研修分野・診療科ローテーション終了時に研修医評価票Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを用いて評価し、半年に1 回はそれらの評価結果

に基づいた形成的評価（フィードバック）を行い、到達目標未達成の項目に関しては、残りの研修期間で到達できるよう

プログラム責任者、各研修分野・診療科の指導医、研修医が話し合い、計画する。研修医評価票Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、研修１年

次にレベル3に達していない評価が多いと思われるが、研修医の研修の改善を目的とする形成的評価であるので、研修

終了時には各評価レベル3に達するよう研修医を指導することが重要となる。 

研修終了時にはこれらすべての評価を総合的に判断し、達成度判定票を記載し、臨床研修の目標の達成度に係る総括的

評価を行う。プログラム責任者は、研修管理委員会に対して研修医ごとの臨床研修の目標の達成状況を、達成度判定票を

用いて報告し、その報告に基づき、研修管理委員会は研修修了の可否について評価する。研修管理委員会は、病院長に

対し、研修医の評価を報告しなければならないが、未達の項目が残っている場合は、病院長及び研修管理委員会が当該研

修医及び指導関係者と十分話し合ったうえで、病院長の責任で未修了と判定し当該研修医の研修期間を延長する。 

臨床現場での評価は主として指導医が行うが、複数の評価者による複数回の評価によって信頼性と妥当性を高めるため、

指導医以外の上級医、医師以外の看護師等の指導者にも積極的に評価票を記載してもらう。 
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研修医評価票 

Ⅰ：到達目標の「A. 医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）」に関する評価  

A-1. 社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及び公衆衛生

の向上に努める。 

A-2. 利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

A-3. 人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

A-4. 自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

１）何を評価するのか 

到達目標における医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）4項目について評価する。研修医の日々の

診療実践を観察して、医師としての行動基盤となる価値観などを評価する。具体的には、医師の社会的使命を理解した

上で医療提供をしているのか（A-1）、患者の価値観に十分配慮して診療を行っているのか（A-2、A-3）、医療の専門家

として生涯にわたって自己研鑽していく能力を身につけているのか（A-4）などについて多角的に評価する。 

２）評価のタイミング 

研修分野・診療科のローテーション終了時ごとに評価する。必修科だけでなく全ての研修科で行う。指導医が立ち

会うとは限らない場面で観察される行動や能力も評価対象となっていることから、指導医のみならず、研修医を取り

巻く他の医師、さまざまな医療スタッフが評価者となる。結果は研修管理委員会で共有される。また、次の研修分野・

診療科へ移る際には、指導医間、指導者間で評価結果を共有し、研修医の研修の改善につなげる。 

３）記載の実際 

観察期間は評価者が当該研修医に関与し始めた日から関与を終えた日までとし、記載日は実際に評価票を記載した日

付とする。観察期間の最終日から可及的すみやかに評価票を記載する。指導医あるいは指導者としての関与の仕方によ

っては研修医を観察する機会がない項目もあり、そのような場合は観察機会なしのボックスにチェックする。 

期待されるレベルとは、当該研修医の評価を行った時点で期待されるレベルではなく、２年間の研修を修了した研修

医が到達すべきレベルを意味している。そのため、研修途中の診療科では期待通りのレベルに到達していないことが多

いと思われるが、研修修了時点で期待通りのレベルにまで到達するよう指導する必要がある。期待される到達度の解釈

は、個々の評価者の判断となるが、評価者を多くすることで全体としての評価の信頼性、妥当性を確保する。 

また、評価の参考となった印象的なエピソードがあれば、その良し悪しにかかわらず、自由記載欄に記載する。特

に「期待を大きく下回る」と評価した場合には、その評価の根拠となったエピソードを必ず記載する。 

 
Ⅱ：到達目標の「B. 資質・能力」に関する評価 

B-1. 医学・医療における倫理性： 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

B-2. 医学知識と問題対応能力： 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学的根拠に経験を加味して 

解決を図る。 

B-3. 診療技能と患者ケア： 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

B-4. コミュニケーション能力： 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

B-5. チーム医療の実践： 

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

B-6. 医療の質と安全の管理： 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

B-7. 社会における医療の実践： 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会と国際社会に貢献する。 
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B-8. 科学的探究： 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に寄与する。 

B-9. 生涯にわたって共に学ぶ姿勢： 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携わり、生涯にわたって 

自律的に学び続ける。 

 

１）何を評価するのか 

研修医が研修修了時に修得すべき包括的な資質・能力 9 項目（下位項目 32）について評価する。研修医は日々の

診療実践を通して、段階的に医師としての資質・能力を修得していく。また、項目の内容によっては、それまでにロ

ーテーションした分野・診療科が異なれば、到達度が異なる可能性が高い。また、分野・診療科の特性上、評価しや

すい項目とそうでない項目があるが、研修医の日々の診療活動をできる限り注意深く観察して、臨床研修中に身に付

けるべき医師としての包括的な資質・能力の達成度を継続的に評価する。 

２）評価のタイミング 

研修分野・診療科のローテーション終了時ごとに、指導医だけでなく、研修医に関わる様々な医療スタッフが異な

った観点で評価し、分野・診療科毎の最終評価の材料として用いられる。結果は研修管理委員会で共有される。また、

次の研修分野・診療科へ移る際に指導医間、指導者間で評価結果を共有し、研修医の研修の改善につなげる。 

３）記載の実際 

観察期間は評価者が当該研修医に関与し始めた日から関与を終えた日までとし、記載日は実際に評価票を記載し

た日付とする。観察期間の最終日から可及的すみやかに評価票を記載する。 

評価票のレベルは４段階に分かれており、 

レベル１：医学部卒業時に修得しているレベル（医学教育モデル・コア・カリキュラムに規定されているレベル） 

レベル２：研修の中途時点（１年間終了時点で習得されているべきレベル） 

レベル３：研修終了時点で到達すべきレベル 

レベル４：他者のモデルになり得るレベル 

 

９つの項目について包括的にレベルをチェックする構成となっているが、項目によっては２つのレベルの中間と

いう評価もありうるため、隣接するレベルの中間にチェックボックスが設けられている。また、評価にあたって、複

数の下位項目間で評価レベルが異なる可能性がある場合は、それらを包括した評価としてチェックボックスのいず

れかをチェックし、研修医にはどの下位項目がどのレベルに到達しているのかを具体的にフィードバックする。研修

終了時には、すべての大項目でレベル３以上に到達できるように指導する。また、研修分野・診療科によっては観察

する機会がない場合にはチェックボックス「観察する機会が無かった」にチェックする。 

また、研修医へのフィードバックに有用と考えられるエピソードやレベル判定に強く影響を与えたエピソードが

あれば、その内容をコメント欄に記載する。 

 
 

Ⅲ：到達目標の「C. 基本的診療業務」に関する評価 

C-1. 一般外来診療 

頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を行い、主な慢性疾患については継続診

療ができる。 

C-2. 病棟診療 

急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全身的な診療とケアを行い、地域連

携に配慮した退院調整ができる。 

C-3. 初期救急対応 

緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時には応急処置や院内外の専門部門と

連携ができる。 

C-4. 地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉に関わる種々の施設や組織と連

携できる。 
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１）何を評価するのか 

研修修了時に身に付けておくべき4つの診療場面（一般外来診療、病棟診療、初期救急対応、地域医療）における

診療能力の有無について、研修医の日々の診療行動を観察して評価する。 

２）評価のタイミング 

基本的診療業務として規定されている一般外来研修、病棟研修、救急研修、地域医療研修について、それぞれの当

該診療現場での評価はもとより、その他の研修分野・診療科のローテーションにおいても、本評価票（研修評価票Ⅲ）

を用いて評価する。指導医に加えて、さまざまな医療スタッフが異なった観点から評価し、最終評価の評価材料とし

て用いられる。結果は研修管理委員会で共有される。また、次の研修分野・診療科に移る際に、指導医間、指導者間

で評価結果を共有し、継続性をもって研修医の研修の改善につなげる。 

３）記載の実際 

観察期間は、評価者が関与し始めた日から関与を終えた日までとし、記載日は実際に評価票を記載した日付とす

る。観察期間の最終日から可及的すみやかに評価票を記載する。 

評価票のレベルは４段階に分かれており、  

レベル１：指導医の直接監督下で遂行可能  

レベル２：指導医がすぐに対応できる状況下で遂行可能 

レベル３：ほぼ単独で遂行可能 

レベル４：後進を指導できる 

 

研修修了時には4診療場面すべてについて、レベル３以上に到達できるよう指導を行う。実際には診療場面の様々

な要因（患者背景、疾患など）によって達成の難易度が変わるため、一様に判定することは容易ではないが、評価の

妥当性を高めるため、できる限り、複数の観察機会を見出し、評価を行い、評価に影響したエピソードがあれば自由

記載欄に記載する。 

 

 

Ⅳ 臨床研修の目標の達成度判定票 
 

１）目的 

研修医評価票Ⅰ～Ⅲが研修医の研修の改善を目的とする形成的評価であるのに対して、臨床研修の目標の達成度判定票

は、研修医が臨床研修を終えるにあたって、臨床研修の目標を達成したかどうかを、プログラム責任者が記載し、各研修

医の達成状況を研修管理委員会に報告することを目的とする総括的評価となる。 

なお、研修管理委員会は、当該達成状況の報告に加え、研修を実際に行った期間や医師としての適性（安全な医療およ

び法令･規則の遵守ができること）をも考慮して、研修修了認定の可否を評価し、病院長に報告する。研修医の修了認定

は病院長が最終判断する。 

２）記載の実際 

研修中は、各研修分野・診療科での研修終了時に、研修医評価票Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが記載され、研修管理委員会に提出される。

提出された全ての評価票を分析し、到達目標のA.医師としての基本的価値観、B.資質・能力、C.基本的診療業務それぞれ

の各項目の評価がレベル３以上に到達していることを確認し、臨床研修の到達目標の達成状況を判定する。 

各項目の備考欄には、とりわけ未達の場合、その理由などを必ず記載する。 

３）判定 

全項目中１つでも未達の項目があれば最終判定は未達となり、研修修了は認められない。その場合、どの項目がどのよ

うな理由で未達となっているのか、既達になるためにはどのような条件を満たす必要があるのかを具体的に記載し、判定

を行った日付を記載して、研修プログラム責任者が署名する。研修終了時に未達項目が残る可能性が見込まれる場合には、

研修期間中に既達になるよう研修プログラム責任者、臨床研修管理委員会は最大限の指導を行う。 

研修期間終了時に未達項目が残った場合には、病院長の最終判断により、当該研修医の研修は未修了となり、研修の延

長・継続をする。 
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Ⅴ 臨床研修修了認定 評価基準と評価のあり方（詳細は 283 頁～289 頁参照） 

 

１ 以下の７項目は修了認定の必須項目とする。 

１）研修管理簿 

研修を行った全ての月の「研修管理簿」の提出。 

２）CPCレポート 

２年間で１例以上提出すること。 

３）CPCの出席 

年間６回開催のCPCに、３回以上の出席。（２年間で６回以上） 

４）１年次に出席したCPCで作成する３症例のレポート提出。（CPC出席レポート） 

５）臨床研修医セミナー 

１年次は全日程のセミナーに出席。 

２年次は指定されたセミナーに出席。 

６）EPOC２入力 

研修終了時に、①研修を行った全研修科の自己評価、②経験すべき症候２９項目、経験すべき疾患２６項目の登録、③

基本的臨床手技の登録、④一般外来の実施記録、⑤その他研修活動の記録（必須項目）の全項目入力を終了。 

７）超音波検査実習実技試験 

実技試験の合格。 

 

２ 評価のあり方 

１）研修管理委員会は臨床研修医の研修期間終了に際し、臨床研修に関する当該臨床研修医の評価（上記１～７が全て達

成されていることを確認の上で総合判定）を行い、その結果を病院長に対して報告する。付属病院長は研修管理委員

会の評価に基づいて、当該臨床研修医に対して、必要事項を記載した所定の様式の「臨床研修修了証」を交付する。

評価の結果、臨床研修医が研修を修了していないと認められる場合には、速やかに、当該臨床研修医に対して、理由

を付してその旨を文書で通知する。 

２）休止期間：研修期間（２年間）を通じた休止期間の上限は、90日（法定休日および研修科において出勤を要しない

日は含めないが、年次有給休暇等は含む）とする。詳細は307頁参照。 

 

 

Ⅵ 臨床研修の中断・未修了について（資料編「医師法第 16条の 2 第 1項に規定する臨床研修に関する 

症例の施行について」参照） 

 
１）臨床研修の中断について 

臨床研修の中断とは、研修プログラムに定められた研修期間の途中で臨床研修を長期にわたり休止すること、または中止す

ることをいう。中断には、「研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した場合」と

「研修医から管理者に申し出た場合」の２通りがある。 

２）臨床研修の未修了について 

未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が臨床研修の修了基準を満たしていない等の理由によ

り、管理者が当該研修医の臨床研修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として引き続き同一の研修プログラ

ムで研修を行うことが前提である。 
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Ⅶ 指導体制・指導環境 
 

１．病院長（管理者） 

病院長は、病院（群）全体で研修医育成を行う体制を支援し、プログラム責任者や指導医等の教育担当者の業務が円滑

に行われるように配慮する。研修管理委員会やプログラム責任者の意見を受けて、研修医に関する重要な決定を行う。 

役割は以下のとおりである。 

１）受け入れた研修医について、予め定められた研修期間内に研修修了とする責任がある。 

２）研修医募集の際に研修プログラムと共に定められた事項を公表する。 

３）研修医が臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、臨床研修中断証を交付し、臨床研修の再開の

ための支援および適切な進路指導を行う。中断証の写しと臨床研修中断報告書を地方厚生局に送付する。 

４）研修管理委員会における、研修実施期間の確認、目標達成度の評価、安全な医療および法令･規則遵守の評価等を

踏まえ、研修修了を認定する。 

５）臨床研修を修了認定した研修医に対して、臨床研修修了証を交付する。併せて、臨床研修修了者一覧表を地方厚生

局に提出する。 

６）６）研修管理委員会の評価に基づき、研修を未修了と認定した研修医に対して、理由を付して、研修未修了理由書

で通知する。 

７）未修了者に対して、研修継続に先立ち、研修医が臨床研修の修了基準を満たすための履修計画表を地方厚生局に送付する。 

８）研修記録（臨床研修を受けた研修医に関する規定の事項が記載された文書）を臨床研修修了又は中断日から5年間

保存する。 

 

２．研修管理委員会 

研修管理委員会は、基幹型臨床研修病院として、臨床研修の実施を統括管理する最上位の決定機関である。病院長、事

務部門責任者、全てのプログラム責任者、協力型病院及び臨床研修協力施設の研修実施責任者、外部委員として当該臨床

研修病院及び臨床研修協力施設以外に所属する医師、有識者等で構成する。 

委員長 東海大学医学部付属病院臨床研修部長 

委 員 東海大学医学部付属病院長 

 研修プログラム責任者、副責任者 

 協力型臨床研修病院の研修責任者 

（１）東海大学医学部付属東京病院長 

（２）東海大学医学部付属大磯病院長 

（３）東海大学医学部付属八王子病院長 

（４）医療法人社団松和会池上総合病院長 

（５）社会医療法人社団三思会東名厚木病院長 

（６）公益財団法人積善会曽我病院長 

（７）医療法人弘徳会愛光病院長 

（８）神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院長 

（９）社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院長 

（１０）平塚市民病院長 

（１１）秦野赤十字病院長 

（１２）石巻赤十字病院長 

（１３）長崎県島原病院長 

（１４）組合立諏訪中央病院院長 

（１５）医療法人財団互恵会大船中央病院長 

（１６）医療法人尽誠会山近記念総合病院長 

（１７）医療法人鉄蕉会亀田森の里病院長 

（１８）医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院長 

（１９）医療法人社団朋友会けやきの森病院長 

（２０）医療法人社団厚仁会秦野厚生病院長 

（２１）長野県厚生農業共同組合連合会富士見高原医療福祉センター富士見高原病院長 

（２２）一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院長 
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 研修協力施設の研修責任者 

（１）神奈川県秦野伊勢原医師会長 

（２）ありがとうみんなファミリークリニック平塚院長 

（３）五十嵐外科胃腸科医院長 

（４）石井呼吸器内科医院長 

（５）今岡医院長 

（６）医療法人社団厚仁会厚仁病院長 

（７）医療法人奨進会東部クリニック院長 

（８）扇町しらさぎ内科クリニック院長 

（９）女川町地域医療センター長 

（１０）湘南真田クリニック理事 

（１１）せやクリニック院長 

（１２）富田医院長 

（１３）内科久保田医院長 

（１４）美瑛町立病院長 

（１５）螢田診療所院長 

（１６）みその生活支援クリニック院長 

 東海大学医学部付属病院各研修科指導医 

 外 部 委 員：神奈川県医師会長 

 事務部門の責任者：東海大学医学部付属病院事務部長 

 看護部門の責任者：東海大学医学部付属病院看護部長 

 技術部門の責任者 

 薬剤部門責任者 

 伊勢原教学課、伊勢原総務課、伊勢原人事課の責任者又は準ずる者 

 臨床研修医代表者 

事務局 臨床研修部事務室 

役割は以下のとおりである、 

１）研修プログラムの作成、プログラム相互間の調整、研修医の管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等、臨

床研修の実施の統括管理を行う。 

２）プログラム責任者や指導医から研修医ごとの進捗状況について情報提供を受け、研修医ごとの研修進捗状況を

把握･評価し、研修期間終了時に修了基準を満たさないおそれのある項目については確実に研修が行われるよう、

プログラム責任者や指導医に指導・助言を行う。 

３）研修医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者の報告に基づき、研修の修了認定の可否について評価を行い、

病院長に報告する。他院で臨床研修を中断して、当院で臨床研修を再開していた研修医については、中断証に記載

された評価を考慮する。 

４）分野毎のローテーション終了時に記載される研修医評価票を保管する。 

５）研修医が臨床研修を継続することが困難であると評価された場合、中断を勧告することができる。 

６）未修了の判定は、病院長と共に当該研修医及び研修指導関係者と十分に話し合い、正確な情報に基づき行う。 

 

３．プログラム責任者  

プログラム責任者は、臨床研修関連実務を統括し、研修プログラムの企画・立案及び実施の管理並びに研修医に対する

助言、指導その他の援助を行う。常勤医師でかつ、プログラム責任者講習会受講修了者とする。１つの研修プログラムに

20 人以上の研修医が臨床研修を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とともに、副プログラム責任者を配置

し、それぞれの受け持つ研修医の数が１人あたり20人を超えないようにする。役割は以下のとおりである。 

１）研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助を行う。 

① 研修プログラムの原案を作成する。 

② 全ての研修医が臨床研修の目標を達成できるよう、全研修期間を通じて研修医の指導を行うとともに、研修プロ

グラムの調整を行う。例えば、定期的に、あるいは必要に応じて、研修医ごとの到達目標の達成状況を把握・評

価し、定められた研修期間の終了時までに、修了基準を満たさない項目について研修が重点的に行えるよう指導

医に情報提供する。 

③ 到達目標の達成度について、少なくとも年2回、研修医に対して形成的評価(フィードバック)を行う。 
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２）研修医の臨床研修の休止にあたり、履修期間を把握したうえで、休止の理由が正当かどうか判定する。研修医が修

了基準を満たさないおそれがある場合には、事前に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、定めら

れた研修期間内に研修を修了できるように努める。 

３）研修期間の終了に際し、研修管理委員会に対して研修医の到達目標の達成状況を達成度判定票に記載し報告する。 

４）病院長および研修管理委員会が臨床研修の中断を検討する際には、十分話し合いを持ち、当該研修医の臨床研修に

関する正確な情報を提供する。 

５）女性医師のための勤務環境の調整を行う。 

① 研修医の健康及び安全管理 

研修医が研修期間中に妊娠・出産などのライフイベントを経験する際、まず研修医の健康及び安全の確保が重要

である。妊娠した場合は、研修医の健康に配慮し、必要に応じローテーションの調整や宿直の調整が行われて

いるか確認する。 

② 研修医の研修遂行の管理 

産前産後休暇や育児休業についての規定、研修修了のための規定などを研修医に周知する。研修中にライフ

イベントを経験したとしても、研修を遂行し修了できるよう研修医及び指導医に必要な助言を行う。 

 

４．研修実施責任者  

協力型臨床研修病院または臨床研修協力施設にて臨床研修の実施を管理する者であり、研修管理委員会の委員となる。

研修評価および認定において、研修実施責任者は指導医と同様の役割を担うだけでなく、協力型臨床研修病院または臨床

研修協力施設などの代表者として、プログラム責任者と密接に連絡を取りながら、各病院または施設での評価および認定

における業務を統括する。 

 

５．臨床研修指導医（指導医） 

指導医は、臨床研修を行う病院で研修医を指導する常勤医師であり、かつ 7 年以上の臨床経験を有し、プライマリ・

ケアの指導方法等に関する指導医養成講習会受講修了者とする。研修医 5 人に対して指導医 1 人以上を配置している。 

但し、地域医療に対する配慮から、地域医療と同時に行う一般外来の研修は、当該地域医療の指導体制が整っている場合

は差し支えないものとする。なお、指導医の資質向上に繋げる目的で研修医による指導医の評価も実施する。 

指導医の役割を下記に示す。 

１）研修医指導の責任者又は管理者であり、研修医を直接指導する場合だけでなく、いわゆる「屋根瓦方式」で指導医

の指導監督の下、上級医が研修医を直接指導することも可能である。 

２）研修医が担当した患者の病歴や手術記録を作成するよう指導する。 

３）担当する分野・診療科の研修期間中、研修医ごとに到達目標の達成状況を把握し、研修医に対する指導を行い、担

当する分野における研修期間の終了後に、研修医評価票にて評価し、その結果をプログラム責任者に報告する。 

４）研修医の評価に当たって、当該研修医の指導を行ったまたは共に業務を行った医師、看護師その他の職員と可能な

限り情報を共有し評価する。 

５）研修医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に乖離が生じないように努める。 

６）指導医を始めとする医師及び医師以外の医療職は、各分野・診療科のローテーション終了時に、研修医評価票を

用いて到達目標の達成度を評価し、研修管理委員会に提出する。 

７）研修医自身がインターネットを用いた評価システム等を活用して研修の進捗状況を把握するように指導する。 

８）定期的に研修の進捗状況を研修医に知らせ、研修医及び指導スタッフ間で評価結果を共有し、より効果的な研修と

する。 

９）研修医の妊娠・出産に際しては研修医の健康及び安全の確保を優先し、同時に研修を継続し、修了するための指導・

支援を行う。また、研修医が休暇・休業を取得する場合には他の研修医に過重な負担がかからないよう留意し、

同僚や家族の生き方を理解し支えることは医師のプロフェッショナリズムの一環として重要であることを

研修医に伝える。 

 

６．上級医 

「屋根瓦方式」の指導体制において、指導医と研修医の間にあって、重要な役割を担う。上級医は、休日・夜間の当直

における研修医の指導に関して、指導医と同等の役割を担う。休日・夜間の当直を1年次の研修医が行う場合は、原則と

して指導医又は上級医とともに行わなければならない。臨床経験７年未満であっても指導医養成講習会を受講することは

可能であるため、可能な場合は受講しておくことが望ましい。 
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７．医師以外の医療職種（指導者） 

研修医の教育研修は医師のみならず、全ての医療職種が協働し、病院を挙げて行うべきであるため、看護師、薬剤師、

臨床検査技師等、研修医の指導に関係する医師以外の医療職種を指導者とする。研修医の真正な評価には、「360 度評価」

の実施が望ましく、看護師を初めとし、今後、他の医療職にも拡大して実施して行く予定である。 

 

８．メンター 

2010 年度より指導体制充実の一環として、メンター制度を実施している。指導医や上級医が、当該分野・診療科の

ローテーション期間中、研修医からの相談を受け助言を与えるのに対し、メンターは診療科の枠を超え、メンティーで

ある研修医との定期的なコミュニケーションを通じ、彼らの研修生活やキャリア形成全般についての助言、精神面での

サポートなど、継続的な支援を行う。 

メンター制度は、以下のステップを踏んで行われる。 

１）メンターの選出（研修医教育に熱意を持つ医師を推薦・自薦いただき、メンターワークショップを受講） 

２）研修医への情報提供（メンター制度の周知とメンター医師のプロフィール情報の提供） 

３）研修医によるメンター選択（研修医が希望するメンター医師を選択） 

４）メンターと研修医との顔合わせ（制度のオリエンテーションを含む） 

５）メンタリング実施状況の把握（メンター及び研修医からのメンタリングディレクター（プログラム責任者）への

定期的な報告） 

 

９．医療安全の体制 

１）基幹型、協力型２１病院内に医療安全対策を担当する部署が設置されており、インシデントレポート、アクシデント

レポートの提出の義務化、同対策室における分析、および場合により院内全体へ告知と予防法の周知を実施する。 

２）定期的に行われる院内監査において、チーム医療およびカルテの記載などの研修医の医療行為について報告検討する

体制を継続する。 

３）医療安全・感染防止セミナーを年１０回以上開催すると共に e-learning による講習を義務付けている。 

 

 

Ⅷ 研修医の労務環境 
 

１．研修の労務と研修についての基本的な考え方  

（１）労務管理に関する基礎的な知識 

１）労働時間 

研修医は労働者であり、労働時間等は労働基準法で規制されている。詳細は「学校法人東海大学勤務規則」に記載の

通りである。 

① 労働時間（勤務規則 第19条） 

１週40時間、１日７時間の範囲内とする 

② 休憩時間（勤務規則 第22条） 

労働時間６時間超で、１時間の休憩を与える 

③ 休日（勤務規則 第24条） 

日曜日（週休日）、「国民の祝日に関する法律」で定められた日、土曜休診日、本学が特別に定めた日 

２）時間外労働（研修）について 

臨床研修の基本方針である総合診療能力（プライマリ・ケア）の習得、高い診療能力の習得、CPCやセミナーへの参

加等、積極的な自己研修のため勤務規則による所定労働時間内で終了することはできません。また、研修先により各

月の労働時間（研修）も異なることから、基本給には、労働基準監督署に届け出た労使協定（36 協定）に基づく上

限の時間外手当が含まれている。 

３）宿日直勤務について 

研修上または業務上、必要がある場合は宿直または日直を命ずることがある。原則として、宿直は月 4 回まで

日直は月1回までとされている。 
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（２）健康管理 

東海大学医学部付属病院の教職員に準じ、雇入れ時健康診断・定期健康診断（年1回）を実施する他、インフルエン

ザの予防接種、B 型肝炎ワクチン接種を実施する。また、結核患者との接触した場合は、接触状況を確認のうえ、必要

に応じて結核接触者健診を実施し、対応する。 

 

（３）研修医の労務管理 

研修医は、臨床研修修了基準の一つとして研修日数が定められており、研修日数は研修管理簿で確認を行う。そのた

め、研修医は毎月定められた期日までに研修管理簿を提出することが義務付けられている。研修医は、病院と雇用関係

を持つ労働者であるとともに、医師法に基づく臨床研修を受ける学習者でもある。指導医や上級医等の明示又は黙示の

指示により業務に従事する時間は労働時間に当たる。また、労働時間終了後に、臨床研修修了基準である CPC、臨床

研修医セミナーへの出席やレポートの作成、発表準備等は自己研鑽（労働ではない時間）に相当する。 

 

２．研修医の福利厚生と充実した研修生活のために 

（１）研修医の福利厚生 

１）東海大学伊勢原職員寮に入居可能（単身者用）、寮費月額35,000 円 

２）研修医室、当直室については研修医室利用基準（309頁）参照 

３）院内保育所の利用が可能 

 

（２）研修の充実 

１）シミュレータ教育 

採用時オリエンテーション時に ICLS コース講習会・点滴静脈注射・胃管挿入・尿道カテーテルを実施する他、 

各診療科研修中に研修医に必要なシミュレータ教育を行う。 

また、１年次には研修医全員に人工呼吸器取扱い講習会を実施、２年次には上級編を希望者に実施する。 

２）臨床研修医セミナーの開催（年９回） 

３）ＣＰＣ（全員参加型の臨床病理検討会）の開催（年６回） 

４）研修医室 

病院棟に独立した研修医室あり。個人に机、椅子、ロッカー貸与。室内にＰＣ、コピー機、自動販売機あり。 

当直室、シャワールームも隣接。 

５）図書館・インターネット 

付属病院に併設する図書館には 23 万冊の蔵書と 9 種類の文献データベース、6500 タイトルの電子ジャーナル、

5000 冊の電子書籍等を取り揃えており、学内のみならず、学外（自宅・出張先・移動中）からのリモートアクセス

も可能です。 

６）自己研鑽機会の提供 

総合大学の医学部付属病院として、医学部や付属病院が開講するセミナーや研修会への参加が認められている。 

また、他学部・機関の研修会等への参加機会も多い。参加にあたっては研修先の研修責任者と事前に相談する。 

年間１人１回２万円を上限として、旅費等の補助あり。申請にあたっては308頁参照。 

７）ＰＨＳ・白衣貸与、クリーニング券支給 

 

（３）研修医の研修環境 

１）相談窓口等の設置 

研修医が研修生活上で相談できる窓口として、指導医・メンターの他、研修全般の事務を取り扱う臨床研修部事務

室が窓口となり、必要に応じてプログラム責任者、研修管理委員会に相談する。また、ハラスメントについては、採

用時オリエンテーションにて、ハラスメント防止人権委員会よりの講演を受講し、相談窓口は講演時に周知されるハ

ラスメント相談員が担当する。 

２）妊娠・出産・育児に関する環境整備 

院内保育所や認定子供園（敷地内に併設）の利用が可能。また、産前産後休暇や育児休業取得後に、育児をしなが

ら研修を継続することが可能な育児のための短時間勤務制度の申請も可能。 

３）指導医養成講習会を通じた理解の促進 

女性医師がライフイベントを経験しながら就業を続けるためは職場の理解が必要となる。直接研修医と接する指

導医の理解が重要であり、指導医養成講習会にて、研修制度や産前産後休暇や育児休業の規定を含め周知する。 
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（４）研修医の処遇等 

１）常勤・非常勤の別：常勤 

２）雇用期間 ２年間 

３）所 属 東海大学医学部付属病院長に直属 

４）給与月額 283,000 円 

諸 手 当 通勤手当、宿日直手当１回8,000 円 

５）臨床研修医は医師法により臨床研修に専念する義務がありアルバイト診療は禁止する。 

６）休 暇 「臨床研修医の休日・休暇の取り扱い」307頁参照。 

７）日本私立学校振興・共済事業団（健康保険、年金）加入、労災保険加入、雇用保険加入 

８）病院（診療所）賠償責任保険適応（個人任意保険にも加入奨励） 

 

 

Ⅸ 募集・採用 
 

１ 募集方法 公募 

２ 応募書類 １）応募申請書、２）履歴書、３）卒業証明書、４）成績証明書、５）健康診断書 

 ※１）、２）本学所定用紙 ３）既卒者のみ ５）各大学発行の当該年度受診のもの 

３ 選考方法 厚生労働省の指針に基づく医師臨床研修マッチング協議会によるマッチング方式で実施。 

 以下の試験を実施する。 

 １）面接、２）筆記試験、３）小論文 
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Ⅹ 研修プログラム内容の詳細 
 

１ 内科１（総合内科） 
 
特科コンピテンス： 

臨床医としての基盤を作るために、広い視野で患者を診療する態度を身につけ、将来専攻する専門診療科にかかわら

ずプライマリケア医として必要とされる基礎的な知識，技能を修得する。 

 

特科コンピテンシー： 

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、検査技師などの多職種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。 

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理解できる。 

10）患者の心理面、社会背景等に配慮した診療ができる。 

 

評価（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価 

経験目標についてはEPOC2で評価 

コンピテンシー1～7、10 については、指導医がOJTの中で観察記録により評価を行う。 

コンピテンシー2 ついては、看護師から観察記録（rating scale）で評価を行う。 

コンピテンシー９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。 

 

研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者は、5 ～ 10名、月間20症例を受け持つ 

 

＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 

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） 

11:00～ 診療科長回診 

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） 

 

 木 金 土 

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） 

12:00～13:00 研修医むけの勉強会 

午後 

 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） 
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経験目標 

１）経験すべき診察法・検査・手技 

ａ）基本的な身体診察法 

病態の正確な把握のためには、全身にわたる身体診察を系統的に実施し記載する事が必須である。 

以下の項目を研修する。 

（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）頭頸部の診察（眼瞼・結膜、眼底、外耳道、鼻腔口腔、咽頭の観察、甲状腺の触診を含む）ができ、記載できる。 

（３）胸部の診察ができ、記載できる。 

（４）腹部の診察ができ、記載できる。 

（５）直腸指診ができ、記載できる。 

（６）骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる。 

（７）神経学的診察ができ、記載できる。 

 

ｂ）基本的な臨床検査 

病態と臨床経過を把握し、医療面接と身体診察から得られた情報をもとに必要な検査を正しく実施する事が必須

である。以下の項目を研修する。 

(x)：自ら実施し、結果を解釈できる。 (x)以外：検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。 

（１）一般尿検査 (尿沈渣顕微鏡検査を含む) 

（２）便検査（潜血、虫卵） 

（３）血算・白血球分画 

（４）血液型判定・交差適合試験 

（５）心電図（12誘導）(x)、負荷心電図 

（６）動脈血ガス分析（x） 

（７）血液生化学的検査 

簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など） 

（８）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） 

（９）細菌学的検査・薬剤感受性検査 

検体の採取（痰、尿、血液など）(x) 

簡単な細菌学的検査（グラム染色など）(x) 

（10）肺機能検査 

スパイロメトリー 

（11）髄液検査（x） 

（12）細胞診・病理組織検査 

（13）内視鏡検査 

（14）超音波検査 

（15）単純Ｘ線検査 

（16）造影Ｘ線検査 

（17）Ｘ線ＣＴ検査 

（18）ＭＲＩ検査 

 

ｃ）基本的手技 

以下の項目について、基本的手技としてその適応を決定し実施する。 

（１）気道確保 

（２）人工呼吸（バッグマスクによる徒手換気を含む） 

（３）心マッサージ 

（４）圧迫止血法 

（５）包帯法 

（６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

（７）採血法（静脈血、動脈血） 

（８）穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔） 
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（９）導尿法 

（10）胃管の挿入と管理 

（11）局所麻酔法 

（12）気管内挿管 

（13）除細動 

（14）２次救命処置（ACLS） 

 

ｄ）基本的治療法 

基本的治療法の適応を決定し、適切に実施するために、以下の項目を研修する。 

（１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む） 

（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、麻薬を含む） 

（３）輸液 

（４）輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について患者・家族に説明し、輸血する 

（５）医療記録 

 

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理するために、以下の項目を自ら経験する。 

ⅰ）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する。 

ⅱ）処方箋、指示箋を作成し、管理する。 

ⅲ）診断書、死亡診断書（死体検案書を含む）、その他の証明書を作成し、管理する。 

ⅳ）CPC（臨床病理カンファランス）レポートを作成し、症例呈示する。 

ⅴ）紹介状と、紹介状への返信を作成し、それを管理する。 

 

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。 

 

ａ）頻度の高い症状 必修項目 

（１）全身倦怠感 

（２）食欲不振 

（３）体重減少・るい痩、体重増加 

（４）浮腫 

（５）リンパ節腫脹 

（６）発疹 

（７）黄疸 

（８）発熱 

（９）もの忘れ 

（10）頭痛 

（11）めまい 

（12）失神 

（13）けいれん発作 

（14）視力障害 

（15）胸痛 

（16）動悸 

（17）呼吸困難 

（18）咳・痰 

（19）吐血・喀血 

（20）嘔気・嘔吐 

（21）胸やけ 

（22）嚥下困難 

（23）腹痛 

（24）便通異常(下痢、便秘) 

（25）腰・背部痛 

（26）関節痛 

（27）運動麻痺・筋力低下 

（28）歩行障害 

（29）四肢のしびれ 

（30）血尿 

（31）下血・血便 

（32）排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

（33）尿量異常 

（34）興奮・せん妄 

（35）不安・抑うつ 

（36）終末期の症候 
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ｂ）緊急を要する症状・病態 必修項目 

（１）心停止 

（２）ショック 

（３）意識障害 

（４）脳血管障害 

（５）急性呼吸不全 

（６）急性心不全 

（７）急性冠症候群 

（８）急性腹症 

（９）急性消化管出血 

（10）急性腎不全 

（11）敗血症 

（12）誤飲、誤嚥 

 

ｃ）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。 

Ｂ疾患については、外来診療または受け持ち入院患者（合併症含む）で自ら経験する。 

 

（１）血液・造血器・リンパ網内系疾患 

ⅰ）貧血（鉄欠乏貧血、二次性貧血）Ｂ 

ⅱ）悪性リンパ腫 

ⅲ）出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）Ｂ 

（２）神経系疾患 

ⅰ）脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）Ｂ 

ⅱ）認知症 

ⅲ）脳炎・髄膜炎Ｂ 

（３）皮膚系疾患 

ⅰ）発疹Ｂ 

ⅱ）薬疹Ｂ 

ⅲ）皮膚感染症Ａ 

（４）循環器系疾患 

ⅰ）心不全Ａ 

ⅱ）狭心症、心筋梗塞Ｂ 

ⅲ）心筋症Ｂ 

ⅳ）不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）Ｂ 

ⅴ）弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）Ｂ 

ⅵ）動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）Ｂ 

ⅶ）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）Ａ 

ⅷ）高血圧症（本態性、二次性高血圧症）Ａ 

（５）呼吸器系疾患 

ⅰ）呼吸不全Ｂ 

ⅱ）呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）Ａ 

ⅲ）閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患（COPD））Ｂ 

ⅳ）肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）Ａ 

ⅴ）異常呼吸（過換気症候群） 

ⅵ）胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）Ｂ 

ⅶ）肺癌 
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（６）消化器系疾患 

ⅰ）食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍）Ｂ 

ⅱ）小腸・大腸疾患（急性胃腸炎、イレウス、急性虫垂炎、大腸癌）Ｂ 

ⅲ）胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎） 

ⅳ）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）Ｂ 

ⅴ）膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 

ⅵ）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）Ｂ 

（７）腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患 

ⅰ）腎不全（急性・慢性腎不全、透析）Ａ 

ⅱ）原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群） 

ⅲ）全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）Ｂ 

ⅳ）泌尿器科的腎・尿路疾患（腎盂腎炎、尿路結石、尿路感染症）Ａ 

（８）内分泌・栄養・代謝系疾患 

ⅰ）甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）Ｂ 

ⅱ）糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）Ａ 

ⅲ）脂質異常症 

（９）眼・視覚系疾患 

糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化 A 

（10）感染症 

ⅰ）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、ＨＩＶ)Ｂ 

ⅱ）細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌) Ａ 

ⅲ）結核Ｂ 

ⅳ）真菌感染症（カンジダ症）Ｂ 

（11）免疫・アレルギー疾患 

ⅰ）全身性エリテマトーデスとその合併症Ｂ 

ⅱ）慢性関節リウマチＢ 

（12）加齢と老化 

ⅰ）高齢者の栄養摂取障害Ｂ 

ⅱ）老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡）Ｂ 

（13）その他 

ⅰ）死生観・宗教観などへの配慮ができる。 

ⅱ）必修項目 臨終の立ち会いを経験すること。 
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２ 内科２（選択） 
 

東海大学医学部付属病院の内科各科、および東海大学医学部付属東京・大磯・八王子病院または池上総合病院、

大船中央病院、諏訪中央病院、石巻赤十字病院、けいゆう病院で実施する。各選択科における研修プログラム内容の詳細は、

「Ⅱ各選択科研修の概要」（44～244頁参照）において記載されたものに準じる。 
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３ 外科 
 

特科コンピテンス： 

プライマリ・ケアに必要な外科の知識と技能を身につけ、必要な検査を立案し、患者や家族あるいは医療者に病態・

診断・治療を説明し、患者の希望や生活の質に配慮した退院まで、責任ある医療を遂行できる臨床医になるために、

外科で扱う疾患・病態・外傷に関する知識・技能・コミュニケーション能力および診療態度を拾得する。 

 

特科コンピテンシー 

１）医の倫理と個人情報保護に配慮し、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）患者の問診、診察、検査結果を通して患者の状態を評価し、問題点（プロブレムリスト）と解決へ向けた方針を

併記して診療記録に記載する。 

３）患者の状態と問題点を教授回診などで上級医へ簡潔に提示する。 

４）超音波、CT、上部・下部消化管造影、消化器内視鏡、ERCP、MRI、血管造影および瘻孔造影などの画像検査を

理解し、検査所見を述べる。 

５）経鼻胃管挿入、点滴確保、動脈穿刺、中心静脈カテーテル挿入、胸水・腹水穿刺、胸腔ドレーン挿入など外科基本

手技の適応を理解し施行する。 

６）基本的手術器械を説明でき、持針器や鉗子を扱い、糸結びを行う。 

７）手術後の創傷処置および外傷の初期治療を行う。 

８）外科創傷部位感染症（Surgical Site Infection, SSI）の概念と分類を理解し、遅滞なく診断し、適切な予防措置と治

療を行う。 

９）臓器の特徴や疾病の病態生理を理解し、適切な治療や術式を説明する。 

１０）年齢、基礎疾患、病態などを考慮し、手術や治療のリスクを説明する。 

１１）定型的な術前指示および術後指示を理解しオーダーする。 

１２）基礎疾患や病状に応じて、適切な輸液および栄養管理を実施する。 

１３）感染症、心不全、呼吸機能障害、環境不全、糖尿病、腎機能障害、意識障害など基礎疾患や合併症に応じた治療

計画を立案し、必要に応じて他科へコンサルトする。 

１４）患者急変時、遅滞なく緊急蘇生措置を開始し、上級医と連携して気管挿管、ICU移送、輸液管理、呼吸器管理を行う。 

１５）患者の不安を理解し適切に説明する、あるいは上級医による患者説明に同席し同意書または診療記録に適切に

記載する。 

１６）患者の希望や退院後の生活の質にまで配慮し、関係部署と連繋して退院計画を立案する。 

１７）同意のとれている末期患者の死亡診断（看取り）を行う、あるいは上級医によるその場面に立ち会う。 

１８）死亡退院時の処置、死亡診断書の作成、出棺のお見送りを経験する。 

 

研修方略（LS）： 

OJT (On the job training)として、臨床研修医は、消化器外科の入院および緊急患者の診療に参加する。 

 

評価（EV）： 

１．自己評価および指導医の評価（EPOC2） 

２．消化器外科教員、臨床助手および他の臨床研修医による評価：指導医のもとで学会発表を目指したプレゼン

テーション（症例報告）を作成し、医局全体カンファレンスにおいて口頭発表と質疑応答を行う。 
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４ 麻酔科 
 
特科コンピテンス 

臨床医として必要とされる基礎的な麻酔科の知識、基本的手技を習得するために、麻酔対象となる全科の広い領域に

わたる知識を卒前レベルから臨床応用レベルに高めて、個々の臓器にとらわれず全人的医療が行えるような態度･技術

を身につける。 

 

特科コンピテンシー  

１）術前患者評価および麻酔計画ができる。 

２）麻酔機器、患者監視装置(モニター機器)の始業点検、安全確認ができる。 

３）全身の診察ができ、所見の記載ができる。 

４）指導医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 

５）モニタリングにより得られる情報を解釈し、麻酔管理に反映できる。 

６）血算、血液生化学検査、動脈血液ガス分析の検査結果を理解し、麻酔管理に反映できる。 

７）マスク、気管挿管、ラリンゲルマスクなどの気道確保を実施することができる。 

８）点滴(静脈路)確保、中心静脈カテーテル挿入、動脈穿刺を実施することができる。 

９）胃管の挿入と管理ができる。 

１０）腰椎穿刺(脊椎麻酔) が実施でき、麻酔管理ができる。 

１１）使用薬剤の作用、副作用、相互作用、作用発現時間、持続時間、半減期等を学生に説明できる。 

１２）輸液、輸血療法を理解し、実施できる。 

１３）緊急手術時の麻酔を経験し緊急性、重傷度の把握ができる。 

１４）ACLS(二次救命処置) ができる。 

１５）術者、各科医師への適切なコンサルテーションができる。 

 

評価方法（EV） 

研修態度を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価。 

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行いつつ、

ディスカッションを通しての評価を行う。 

 

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） 

日中手術室業務と夕方病棟業務研修を行う。 
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５ 救命救急科 
 
特科コンピテンス 

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。 

 

特科コンピテンシー 

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、高エネルギー外傷、急性中毒、熱傷、外傷、骨折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。 

 

【チーム制】 

救急医（専門医含む）2～3名、後期研修医2～3名、前期研修医2～3 名のチーム制。 

各チームで日勤と夜勤のシフトを組み、救急外来と病棟の両方を担当する。 

日勤勤務：8:00～18:30（救急外来当番日）、8:00～17:00（病棟当番日） 

夜勤勤務：18:30～8:15（5～6回/月、院内規定時間とは異なります） 

 

＜救急外来＞ 

3 日に1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を行う。 

 

＜病棟＞ 

EICU、EHCU、8B病棟等において 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を行う。 

 

＜その他＞ 

ドクターヘリ講習会（ドクターヘリ搭乗希望者を対象） 

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）： 

全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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 
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＜  １例 １週間の勤務スケジュール＞ 
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６ 産婦人科 
 

特科コンピテンス：  

この先専門研修でどの科を専攻する場合でもプライマリーケア能力に必須な産婦人科的素養を備えた医師となる

ために、女性特有の諸問題に配慮した産婦人科のプライマリーケア（周産期医療を含む）や救急への初期対応能力と技

能を修得する。 

 

特科コンピテンシー： 

１）正常妊娠・分娩・産褥の管理を理解して、各時期の妊産婦に指導を含めた初期対応ができる。 

２）異常妊娠・分娩・産褥の代表的疾患の病態とリスク因子を理解して、その管理・治療において、初期対応ができる。 

３）胎児心拍数陣痛図の結果を解釈して上級医に報告できる。 

４）分娩直後の新生児の評価ができる。 

５）産科的薬物療法について、その副作用の徴候をとらえ上級医に報告できる。 

６）急速遂娩の方法と適応・要約について患者に説明できる。 

７）救急現場で鑑別すべき婦人科的病名を少なくとも３つ列挙して、その鑑別検査を初期対応においてオーダーできる。 

８）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患者に説明できる。 

９）子宮・卵巣腫瘍の良性・悪性の鑑別診断について患者に説明できる。 

１０）外科周術期管理の要点を理解してオーダーできる。 

１１）後創処置を実施し、問題があれば上級医に報告できる。 

１２）興味を持った症例の学会でのプレゼンテーションができる。 

 

評価（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価。 

また、産科・婦人科サマリー記録を各々10症例以上、また分娩記録・手術記録を各々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。 

上記コンピテンシーの一部については観察記録（rating scale:ローテート時配布）を使用。 

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。 
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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＞ 
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７ 小児科 
 

特科コンピテンス： 

小児期疾患の治療に必要とされるプライマリーケア能力を高めるため、小児は新生児から思春期まで幅広く、

それぞれの年齢層で特徴のある疾患がみられることを前提に、主な疾患の病態の把握とそれに対する診察手技を

修得し、総合的な診断能力の向上を目指す。 

 

特科コンピテンシー： 

１）母子手帳の記載内容を理解し、診療に役立たせることができる。 

２）予防接種の種類と接種時期を説明できる。 

３）小児の発達に影響を与える周産期異常ついて理解し説明できる。 

４）月齢、年齢に応じた成長・発達の障害を診察して評価できる。 

５）小児の栄養法および栄養状態について説明できる。 

６）全身を診察し、所見を説明できる。 

７）染色体異常や遺伝性疾患に特徴的な外表奇形や合併症を説明できる。 

８）小児のバイタルサイン正常値を知る。 

９）採血、静脈ルート確保が問題なく行える。 

１０）年長児での腰椎穿刺、骨髄穿刺手技を実施する。 

１１）頻用する薬剤の小児薬用量の理解、小児輸液法の理解を高める。 

１２）簡潔で適切なプレゼンテーション能力を上げる。 

１３）わかりやすい症例呈示ができる。 

１４）小児の健康管理だけではなく、医師自身の健康管理を行い感染予防に努める。 

１５）小児救急疾患の初期対応を経験する。 

注）EPOC2での評価対象となる特科コンピテンシーについては省略する。 

 

研修方略（LS）： 

各研修プログラムで１ヶ月間、東海大学医学部付属病院または付属八王子病院で研修する。 

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。 
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＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

14:00 新入院患者CR 

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 

NICU患者回診 

 

 

16:00 ＢＭＴＣＲ 

17:00 画像CR 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

 

 

17:00 スタッフ回診 

木 金 土 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

14:00 血液CR 
16:00 病棟回診 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU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 

NICU患者回診 

 

14:00 病棟回診 

＊各チームで回診日は異なります。 

＊開始時間は勤務期間中に確認してください。 

 
評価方法（EV）： 

評価の主体はEPOC2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。 
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８ 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。 

 

特科コンピテンス： 

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。 

 

特科コンピテンシー： 

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ように精神科専門外来にて研修を行う。 

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）精神科リエゾンチームの一員として、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）器質性・症状精神病（認知症を含む）やせん妄、抑うつ症状、依存症、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し実施できる。 

１５）地域精神医療において適切に連携することができる。 

１６）頭部MRI、CT検査、脳波検査の読影、判読を経験する。 

１７）カンファレンスで簡潔にプレゼンテーションができる。 
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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、曽我病院、愛光病院、けやきの森病院、秦野厚生病院で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（陪診・予診） ··············身体科リエゾンで症例を担当する 

 

２週目 外来（陪診・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（陪診・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（陪診・予診） ···· 協力病院の精神科病棟で症例を担当する 評価 

 
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 

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EPOC2で評価。 
 

回診・症例検討会・研究会 
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 愛光病院、曽我病院、けやきの森病院、秦野厚生病院  

 

特科コンピテンシー： 

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 

・精神科訪問看護を経験する 

・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 
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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（急性期患者を含む） 

・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 

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 

木 金 土 

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 
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９ 地域医療（245～267頁参照） 
 

特科コンピテンス 

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

 

特科コンピテンシー 

１）市中病院または診療所の役割（病診連携への理解を含む）について理解し、実践する。 

２）へき地・離島医療について理解し、実践する。 

３）診療所における検診の意義について説明する。 

４）社会福祉施設の役割を述べる。 

５）食事・運動・休養・飲酒・禁煙指導とストレスマネージメントができる。 

６）性感染症予防、家族計画を指導できる。 

７）地域・産業・学校保健事業に参画できる。 

８）予防接種を実施できる。 

９）心理社会的側面への配慮ができる。 

１０）臨終の立ちあい、適切に対応できる。 

 

経験目標および研修方略（LS） 

神奈川県秦野伊勢原医師会内の診療所をはじめとした診療所・病院などで研修し、予防医療の現場を体験し、診断、治

療医学への還元と相互の密接な関係について学ぶ。 

 

評価（EV） 

EPOC2にて評価される。 
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１０ 選択科目 

 

ここでは、将来専攻する可能性のある複数の専門診療科研修を経験し、臨床医として必要とされる基礎的な知識、技能、

態度をブラシュアップし、また自らの適性を知るために選択してください。その実践においては、将来の専門科目の選択

のために各科の基本的疾患の診断、治療法に関して学ぶとともに、各科の持つ独自の内容について理解すること。 

 

選択可能な研修科 

１）医学部付属病院 

総合内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、血液腫瘍内科、脳神経内科、腎内分泌代謝内科、リウマチ内科、

心臓血管外科、移植外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、脳神経外科、腎泌尿器科、麻酔科、

救命救急科、精神科、小児科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成外科、整形外科、

画像診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科 

２）医学部付属東京病院 

内科、外科 

３）医学部付属大磯病院 

総合内科、内科、外科、整形外科 

４）医学部付属八王子病院 

内科系、外科系、小児科、産婦人科、整形外科、画像診断科 

５）東名厚木病院 

消化器内科、循環器内科、腎臓内科、外科、呼吸器科、整形外科、脳神経外科、救急部 

６）伊勢原協同病院 

血液内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌糖尿病内科、腎臓内科、小児科、

リハビリテーション科 

７）海老名総合病院 総合診療科 

８）平塚市民病院 消化器内科、一般外科 

９）秦野赤十字病院 内科（一般）、外科（消化器）、小児科、整形外科 

１０）山近記念総合病院 外科 

１１）亀田森の里病院 内科 

１２）茅ヶ崎徳洲会病院 内科 

１３）上岡眼科医院 眼科 

１４）新川クリニック 耳鼻咽喉科 

１５）おおたレディースクリニック 産婦人科 

１６）みその生活支援クリニック 内科 

 

各選択科における研修方略（EV）は、基本科目ならびに必修科目において記載されたものに準じる。 

また一般目標、行動目標、経験目標は上記に準じ、次頁以降、各選択科固有な項目につき記載されている。 
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Ⅺ 各選択科研修の概要 
 
 総合内科  
（病棟） 
 

特科コンピテンス： 
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。 
 
特科コンピテンシー： 

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。 

 
評価（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価 
経験目標についてはEPOC2で評価 
コンピテンシー２については、看護師から観察記録（rating scale）で評価を行う。 
コンピテンシー８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 

 
研修方略（LS）： 
 

＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 

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） 

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） 

 

 木 金 土 

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） 

12:00～13:00 ランチョンセミナー 
（病棟診療について） 

午後 

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） 

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） 
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カンファレンス 
症例カンファレンス 1回／週 
モーニングカンファレンス 毎日 
セミナー １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 

 
特科コンピテンシー１～７，９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。特科コンピテンシー８に

ついては、カンファレンス等で実際に発表し、習得する。 
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 総合内科  
（内科 ICU研修） 
 

特科コンピテンス： 
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。 
 

特科コンピテンシー： 
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、上級医と迅速に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）重症感染症患者に対する基本的抗菌薬を選択できる。 
11）疾患に応じて、迅速に他科コンサルテーションできる。 
12）ICUベッドサイドにおける手技を上級医の指導のもとに、安全に実施できる。 
13）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。 

 
評価（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価 
経験目標についてはEPOC2で評価 
コンピテンシー12については、看護師から観察記録（rating scale）で評価を行う。 

 
研修方略（LS）： 

 

＜総合内科全体の研修スケジュール＞ 

 月 火 水 

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） 

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） 

 

 木 金 土 

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） 

12:00～13:00 ランチョンセミナー 
（病棟診療について） 

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） 
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カンファレンス 
症例カンファレンス 1回／週 
モーニングカンファレンス 毎日 
セミナー １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 

 
特科コンピテンシー１～１３については週間スケジュールに沿って、指導医のもとOJTの中で研修する。 
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 循環器内科  
 

特科コンピテンス： 
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。 

 
特科コンピテンシー: 
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 

8:00 病棟業務 

 

16:00 新患CR 
17:30 ICカテカンファ 

7:30 IC心エコーカンファ 

8:00 病棟業務 

 

17:00 不整脈カンファ 

8:00 病棟業務 

木 金 土 

8:00 病棟業務 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、各科共通のコンピテンスは共通のEPOC2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。 
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 呼吸器内科  
 

特科コンピテンス： 
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。 

 
特科コンピテンシー： 
１）呼吸器感染症を診断・治療できる。 
２）気管支喘息を診断・治療できる。 
３）慢性閉塞性肺疾患を診断・治療できる。 
４）肺腫瘍を診断・治療できる。 
５）睡眠時無呼吸症候群を診断・治療できる。 
６）呼吸不全に対する適切な治療法を選択できる。 
７）呼吸機能検査の結果を評価できる。 
８）胸部エックス線写真、CT等を読影できる。 
９）胸腔穿刺を行える。 

１０）胸腔ドレーンを挿入できる。 
１１）人工呼吸管理を行える。 
１２）呼吸器内視鏡検査を操作できる。 
１３）学会・研究会等で研究成果を発表できる。 

注） POC２での評価対象となる項目については省略する。 
 
研修方略（LS）： 
病棟受け持ち患者数は、１０名を目標。 
 

＜研修スケジュール＞ 
月 火 水 

8:00 チーム回診 

9:00 病棟業務 

 

12:30 気管支鏡 (一部の者) 

16:30 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 

気管支鏡 (一部の者) 

8:00 チーム回診 

9:00 病棟業務 

 

15:00 診療科長回診 

木 金 土 

8:00 チーム回診 

9:00 病棟業務 

気管支鏡(一部の者) 

 

14:30 他職種カンファレンス 

15:30 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 

 

 

14:30 病棟医長回診 

（第１・３・５） 

8:00 抄読会 

8:30 チーム回診 

 

 
評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通の項目については共通のEPOC2で評価。 
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 消化器内科  
 
特科コンピテンス： 

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、内科医として総合的に判断す

る視点を保ちつつ、消化器内科関連疾患のプライマリーケアと救急医療を行うにあたり必須と考えられる技能と臨床推論

能力を修得する。 
 
特科コンピテンシー： 
１）消化管の生理機能、疾患の病態の要点を述べる。 
２）肝の代謝、生理機能、疾患の病態の要点を述べる。 
３）胆道、膵の生理機能、疾患の病態について、要点を述べる。 
４）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する。 
５）劇症肝炎の迅速な診断と治療の要点を述べる。 
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、迅速で適切な対処を述べる。 
７）上記疾患について、検査法を解釈して上級医に報告する。 
８）消化管疾患のうち、穿孔などの緊急措置を行うべき病態への診断と治療につき説明する。 
９）H . pylori感染症の診断および除菌療法・除菌判定について説明する。 

１０）消化器内科における薬物療法を列挙する。 
１１）消化器内科における薬物療法の副作用について、患者に説明する。 
１２）薬物療法の副作用発症時の対処法について、説明する。 
１３）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。 
１４）上記疾患の鑑別について説明する。 
１５）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う。 
注）EPOC2での評価対象となるコンピテンス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、8名程度とする。 

＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 

7:45 MR 
8:00 病棟業務 

 

16:30 グループカンファレンス 

（消化管） 

17:30 ER 

7:45 MR 
8:00 病棟業務 

 

13:15 教授回診 

15:30 症例カンファレンス 

17:00 ER 

7:45 MR 
8:00 病棟業務 

 

16:30 グループ 

カンファレンス（肝） 

 

17:30 ER 

7:45 MR 
8:00 病棟業務 

 

17:00 ER 

金 土 日 

MR：Morning Round 
ER：Evening Round 
CC：Case Conference 

R：Round 

7:45 MR 
8:00 病棟業務 

 

16:45 グループカンファレンス 

（胆膵） 

17:30 ER 

8:00 MR 
8:30 病棟業務 

 

13:00 R 

（病棟業務等） 

 

評価方法（EV）： 
態度（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
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 血液腫瘍内科  
 

特科コンピテンス： 
内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。 

 

特科コンピテンシー： 
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。 

さらに、血液腫瘍内科では中心静脈カテーテル留置、骨髄穿刺、腰椎穿刺を施行する機会が非常に多く、これらの手技を

数多く経験し、習得して頂きます。中心静脈カテーテル留置に関しては10～20例を目標とします。 
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＜週間スケジュール＞ 

 
 

評価方法（EV）： 
態度 (affective domain)を含む、全科共通のコンピテンスについては、共通のEPOC2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。 
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 リウマチ内科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 

特科コンピテンシー： 
１）一般的な血液・膠原病疾患の病態・診断・治療法を理解し、静脈確保、動脈採血を実施、輸液・輸血管理ができる。 
２）関節所見の取り方を習得し、関節穿刺ができる。 
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し、適切な治療計画を立案できるようにする。 
７）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。 
８）副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、生物学的製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。 
９）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。 

１０）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 

 

 

17:00 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／外来見学 

金 土 日  

8:30 病棟回診 

9:00 病棟業務 

8:30 病棟回診 

11:00 抄読会（勉強会） 

 

研究会（不定期） 

8:30 病棟業務（当番制） 

 
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17：00 
・Journal club（抄読会）/ 勉強会 第1、3、5週土曜日 
・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。全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価する。 
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 脳神経内科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 

特科コンピテンシー： 
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、MRA、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 

8:30 病棟業務 

救急対応 

チーム回診 

 

16:00 Case Conference 
症例検討会 

8:30 病棟業務 

救急対応 

 

16:00 チーム回診 

8:30 病棟業務 

救急対応 

 

15:00 教授回診 

17:30 抄読会 

18:00 Research Conference 

木 金 土 

8:30 病棟業務 

救急対応 

 

16:00 チーム回診 

8:30 病棟業務 

救急対応 

 

16:00 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）： 

コンピテンシーの各項目について、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。 
EPOC2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。 
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 腎内分泌代謝内科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 

特科コンピテンシー： 
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 

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 
17:30  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  新患プレゼン 
15:30  病棟総回診 
16:00  腎臓CR 
16:30  内分泌CR 

木 金 土 

8:00～ 朝回診 
8:30  外来、病棟点滴当番 
 
13:30  腎臓CR 
15:00  腎移植CR 
15:30  腎病理CR 

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、全科共通のコンピテンスについては共通の EPOC2 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。 
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 心臓血管外科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 
特科コンピテンシー： 

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（臨床助手） 

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。 
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＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 

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 

木 金 土 

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 

 

 

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。 
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 移植外科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 
特科コンピテンシー：  

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、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。 
3. 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。 
4. 慢性腎不全患者、移植患者に投与される薬剤、特に免疫抑制剤の副作用やその対処法を説明できる。 
5. 臓器拒絶反応や日和見感染などの移植患者に併発する病態の診断や治療法を説明できる。 
6. 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。 
7. 超音波検査を習得し、移植腎の機能評価を行い、エコーガイド下腎生検の基本と病理学的診断に至るプロセスを体得する。 
8. 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、助手または術者となる。 
9. 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。 

10. 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。 
11. 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）EPOC2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、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
参加した手術についてカンファレンスで要点を報告する。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。 
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 呼吸器外科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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 教授回診 

 

9:00 手術 

 

16:00 回診 

17:00 ＣＲ 

7:30 回診 

 

9:00 病棟業務 

 

16:00 回診 

7:30 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 １回 ／ 年 
日本呼吸器外科学会総会 １回 ／ 年 
日本肺癌学会総会 １回 ／ 年 
日本内視鏡外科学会総会 １回 ／ 年 
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 ４回 ／ 年 
日本肺癌学会関東部会 ４回 ／ 年 
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EPOC2で行う。 
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 消化器外科  
 
特科コンピテンス： 

一般外科および消化器外科に関連する疾患・外傷のプライマリーケアに必要な知識と技能を身につけ、さらに専門的な

検査に基づいて診断、治療し、他科からのコンサルトに適切に応じることができ、深い興味と責任感をもって後期専門研修を

履修できる臨床医となるために、消化器外科および一般外科で扱う疾患・病態・外傷に関する知識・技能・態度を習得する。 
 

特科コンピテンシー：  
1） 医の倫理と個人情報保護に配慮し、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） 患者の問診、診察、検査結果を通して患者の状態を評価し、問題点（プロブレムリスト）と解決へ向けた方針を示し、

診療記録に記載する。 
3） 患者の状態と問題点を教授回診などで上級医へ簡潔に提示する。 
4） 超音波、CT、上部・下部消化管造影、消化器内視鏡、ERCP、MRI、血管造影および瘻孔造影などの画像検査を理

解し、検査所見を述べる。 
5） 生検、超音波、上部・下部消化管造影、消化器内視鏡、ERCPおよび瘻孔造影などの検査に、術者または助手として従

事する。 
6） 生検および手術標本の病理所見を説明できる。 
7） 点滴確保、動脈穿刺、中心静脈カテーテル挿入またはポート造設、胸水・腹水穿刺、胸腔ドレーン挿入、イレウス管挿

入などの基本手技について、術者または助手として従事する。 
8） 持針器や鉗子を扱い、糸結びを行うことにより閉創する。 
9） 手術後の創傷処置および外傷の初期治療を行う。 

10） 開腹／閉腹および開胸／閉胸などを基本的な手術操作をはじめ、虫垂切除、鼠径／腹壁ヘルニア、痔病において、

術者または助手として手術を施行する。 
11） 急性腹症（Acute Abdomen）やショックなど外科的緊急症を鑑別し、適切な診断とプライマリーケアを実践し、緊

急手術の適応を判断する。 
12） 外科創傷部位感染症（Surgical Site Infection, SSI）の概念と分類を理解し、遅滞なく診断し、適切な予防措置と治

療を行う。 
13） 臓器の特徴や疾病の病態生理を理解し、適切な治療や術式を説明する。 
14） 年齢、基礎疾患、病態などを考慮し、手術や治療のリスクを説明する。 
15） 定型的な術前指示および術後指示を理解しオーダーする。 
16） 経口摂取困難な患者に対して、適切な輸液および栄養管理を実施する。 
17） 感染症、心不全、呼吸機能障害、環境不全、糖尿病、腎機能障害、意識障害など基礎疾患や合併症に応じた治療計画を

立案し、必要に応じて他科へコンサルトする。 
18） 他科から期待される消化器外科のスキルや社会的責任を理解し、他科疾病に対する治療協力や手術合併症のリカバリーと

いった治療に参加する。 
19） 患者急変時、遅滞なく緊急蘇生措置を開始し、上級医と連携して気管挿管、ICU 移送、輸液管理、呼吸器管理を行う。 
20） 患者の不安を理解し適切に説明する、あるいは上級医による患者説明に同席し同意書または診療記録に適切に記載する。 
21） 患者の希望や退院後の生活の質にまで配慮し、関係部署と連繋して退院計画を立案する。 
22） 同意のとれている末期患者の死亡診断（看取り）を行う、あるいは上級医によるその場面に立ち会う。 
23） 死亡退院時の処置、死亡診断書の作成、出棺のお見送りを経験する。 

 
研修方略（LS）： 

OJT (On the job training)として、消化器外科インストラクター（主に講師・助手）、臨床助手３年目（主に卒後５年目）

のチーフレジデントと臨床助手１年目のレジデントが構成するチーム医療一員となり、各チーム 20 ～ 50 名程度の

入院患者および緊急患者（オンコール体制）の診療を経験する。 
 
評価方法（EV）： 

１．自己評価および指導医の評価（EPOC2）。 
２．消化器外科教員、臨床助手および他の臨床研修医による評価：指導医のもとで学会発表を目指したプレゼンテーション

（症例報告）を作成し、医局全体カンファレンスにおいて口頭発表と質疑応答を行う。 
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 乳腺外科  
 
特科コンピテンス： 

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、乳腺・内分泌外科領域で抗がん薬・

分子標的治療をはじめとした臨床腫瘍学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。 
 
特科コンピテンシー： 

１）正常な乳房・腋窩領域の解剖や組織を理解し説明する。 
２）乳癌の基本的事項を理解し説明する。 
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。 
＞ 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）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、分子標的療法）の役割と適応、副作用に

ついて説明する。 
５）下記の画像検査の適応を理解した上で適切に選択する。 

＞ マンモグラフィ、乳房超音波検査、乳腺MRI、胸部レントゲン、CT（胸腹部・頭部）、 
MRI（頭部・骨・その他）、骨シンチグラフィ、その他 

６）下記の検査手技の適応を理解した上で適切に選択する。 
＞ 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 
７）患者・家族と良好な信頼関係を確立する。 
８）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。 
９）乳腺疾患の手術に際し、助手として積極的に参加する。 

１０）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。 
１１）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。 
１２）月１回開催されるキャンサーボードに出席し、乳腺疾患のみならず、他の悪性腫瘍の診断、治療にも精通する。 

 
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 

8:00 病棟回診 

8:30 病棟業務 

9:00 手術 

 

16:00 病棟回診 

8:00 病棟回診 

8:30 病棟業務 

9:00 手術 

 

16:00 病棟回診 

18:00 キャンサーボード（第3週） 

8:00 病棟回診 

8:30 病棟業務 

9:00 手術 

 

16:00 抄読会・教室会議 

16:30 症例カンファレンス 

木 金 土 

8:00 病棟回診 

8:30 病棟業務 

9:00 手術 

 

16:00 病棟回診 

8:00 教授回診 

8:30 病棟業務 

9:00 手術 

 

16:00 病棟回診 

8:00 病棟回診 

8:30 病棟業務 

9:00 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コンピテンスについては共通のEPOC2で評価する。 
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 小児外科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 
特科コンピテンシー： 
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 に従って記載できる。 
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・輸血を理解してオーダーができる。 
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、回診時に最新の

状態を把握してプレゼンテーションできる。 
 
研修方略（LS）： 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 

8:00 MR 
8:30 病棟業務 

 

13:30 CR 
15:00 各種検査 

病棟業務 

16:00 ER 

8:00 MR 
9:00 手術 

 

～ 予定を見ながら病棟業務 ～ 

16:00 ER 
17:00 小児放射線カンファレンス 

8:00 MR 
9:00 日帰り手術 

 

13:00 病棟業務 

16:00 ER 

8:00 MR 
9:00 日帰り手術 

 

15:00 病棟業務 

16:00 ER 

金 土 日 
MR:朝診療 

ER:夕診療 8:00 MR 
9:00 病棟業務 

 

13:00 手術 

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 

日本小児外科学会総会 5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EPOC2で行う。 
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 脳神経外科  
 

特科コンピテンス： 
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。 

 
特科コンピテンシー： 
【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。 
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研修方略（LS）： 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 

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 

8:15 MR 
8:30 腫瘍カンファレンス 

9:00 手術 

木 金 土 

8:15 MR 
9:00 手術 

 

16:30 血管カンファレンス 

8:15 MR 
9:00 病棟業務 

 

16:00 脊椎カンファレンス 

8:30 カンファレンス 

 
評価方法（EV）： 

態度・習慣を含む全科共通のコンピテンスについては、共通のEPOC2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。 
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 腎泌尿器科  
 
特科コンピテンス： 

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。 

 
特科コンピテンシー： 
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）EPOC2での評価対象となる特科コンピテンシー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１回のクリニカルラウンド 
・週１回の症例検討会（画像カンファレンスを含む） 

＜研修スケジュール＞ 
月 火 水 木 金 

7:00 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 回診 

7:15 勉強会 

 

8:00 回診､病棟業務 

その他 

・手術助手 

・造影検査 

 

16:00 回診 

 

 

8:00 回診､病棟業務 

その他 

・手術助手 

・造影検査 

 

16:00 回診 

 

 

8:00 回診､病棟業務 

その他 

・手術助手 

・造影検査 

 

16:00 回診 

 

 

8:00 回診､病棟業務 

その他 

・手術助手 

・造影検査 

 

16:00 回診 

土 

回診､病棟業務 

 
評価方法（EV）： 

全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
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 麻酔科  
 
特科コンピテンス 

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。 

 
特科コンピテンシー  
１）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。 
２）麻酔中の呼吸管理、周術期の人工呼吸器管理を行う。 
３）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。 
４）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。 
５）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。 
６）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。 
７）点滴（静脈路）確保が迅速、確実にできる。 
８）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。 
９）胃管挿入ができる。 

１０）気管内、口腔内の吸引を正しく行うことができる。 
１１）パルスオキシメータのプローブを正しく装着できる。 
１２）動脈穿刺、直接動脈圧測定ができる。 
１３）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。 
１４）脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔を経験する。 
１５）術前患者情報の収集と提示、術前患者評価を行う。 
１６）麻酔機器、患者監視装置(モニター機器)の使用に習熟する。 
１７）手術室内の清潔･不潔の概念を理解し、実行する。 
１８）患者急変時、緊急時に迅速な判断と行動を行う。 
１９）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。 
 

評価方法（EV）： 
研修態度を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価。 
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行い、ディスカッションを

通しての評価も行う。 
 
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 土 

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 

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 
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 救命救急科  
 
特科コンピテンス 

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。 
 
特科コンピテンシー 

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）： 

【チーム制】 
救急医（専門医含む）2 ～ 3名、後期研修医2 ～ 3名、前期研修医2 ～ 3名のチーム制。 
各チームで日勤と夜勤のシフトを組み、救急外来と病棟の両方を担当する。 
日勤勤務：8:00 ～ 18:30（救急外来当番日）、8:00 ～ 17:00（病棟当番日） 
夜勤勤務：18:30 ～ 8:15（5 ～ 6回 / 月、院内規定時間とは異なります） 

 
＜救急外来＞ 

3日に1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を行う。 

 
＜病棟＞ 

EICU、EHCU、8B病棟等において 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を行う。 

 
＜その他＞ 

ドクターヘリ講習会（ドクターヘリ搭乗希望者を対象） 
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）： 

全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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 
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＜  １例 １週間の勤務スケジュール＞ 
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 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。 
 
特科コンピテンス： 

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。 
 

特科コンピテンシー： 
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し実施できる。 
１５）地域精神医療において適切に連携することができる。 
１６）頭部MRI、CT検査、脳波検査の読影、判読を経験する。 
１７）カンファレンスで簡潔にプレゼンテーションができる。 
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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、曽我病院、愛光病院、けやきの森病院、秦野厚生病院で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（陪診・予診） ·············· 身体科リエゾンで症例を担当する 

 

２週目 外来（陪診・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（陪診・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（陪診・予診） ···· 協力病院の精神科病棟で症例を担当する 評価 

 
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 
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EPOC2で評価。 
 

回診・症例検討会・研究会 
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 小児科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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）EPOC2での評価対象となる特科コンピテンシーについては省略する。 
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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。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

14:00 新入院患者CR 

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 

NICU患者回診 

 

 

16:00 BMTCR 
17:00 画像CR 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

 

 

17:00 スタッフ回診 

木 金 土 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU患者回診 

 

14:00 血液CR 
16:00 病棟回診 

7:30 血液患者回診 

一般患者回診 

NICU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 

NICU患者回診 

 

14:00 病棟回診 

＊各チームで回診日は異なります。 
＊開始時間は勤務期間中に確認してください。 

 
評価方法（EV）： 

評価の主体は EPOC2 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。 
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 産婦人科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

三分野のコンピテンシーを列挙してありますが、選択した分野を中心に5つ以上のコンピテンシー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) 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# 9) 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) 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。 
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＜週の予定表＞ 

 
 

評価方法（EV）： 
ベースとして全科共通の EPOC2 での評価はします。それぞれのコンピテンシー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。 
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 皮膚科  
 
特科コンピテンス： 

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。 

 
特科コンピテンシー： 

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）EPOC2での評価対象となるコンピテンシー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 

東海皮膚研修セミナー ５回程度 ／ 年 
西湘皮膚科懇話会 １回 ／ 年 
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 
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＜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 

16:00 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 水疱症外来 

16:00 教授回診 

カンファレンス 

8:00 初診外来 

(病棟業務) 

 

13:30 腫瘍外来 

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。 
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 眼科  
 

特科コンピテンス： 
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。 
 

特科コンピテンシー： 
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）の助手につく。  
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 毎週月曜日７：３０～ 
・手術カンファレンス 毎週金曜日１７：３０～ 

 
＜週間スケジュール＞ 

 
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。 
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 耳鼻咽喉科・頭頸部外科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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・頭頸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・頭頸部外科の専門学会に参加し、先端知識を経験する。 
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＜１～４週目 研修スケジュール＞ 

月 火 水 

7:45 申し送り会 

8:00 病棟業務 

9:00 外来助手 

 

17:00 頭頸部カンファレンス 

 

 

9:00 頭頸部手術 

 

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 

木 金 土 

8:00 病棟業務 8:00 診療科長回診 

9:00 頭頸部手術 

8:00 病棟業務 

 

＜５～８週目 研修スケジュール＞ 

月 火 水 

7:45 申し送り会 

8:00 病棟業務 

9:00 扁桃手術 

 

17:00 頭頸部カンファレンス 

 

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 

木 金 土 

9:00 耳手術 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）： 

共通のコンピテンスについてはEPOC2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。 
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 形成外科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

１）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。 

２）頻度の高い疾患や外傷の診断と治療ができる。 
３）救急の初期治療ができる 。 
４）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。 
５）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。 
６）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。 
７）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。 
８）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、上顎骨骨折、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 

９）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。 

１０）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。 
１１）基本的な手術器具の名称、使用方法が理解できる。 
１２）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。 
１３）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。 
１４）患者の診察を通して、必要な検査をオーダーできる。 
１５）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。 
１６）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。 
１７）熱傷の診断、治療方針（全身管理と局所管理）が理解できる。 
１８）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。 

 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 

8:00 

～   病棟業務または手術 

16:00 

8:00 

～   病棟業務または手術 

16:00 

7:30 術前患者ＣＲ 

8:30 

～   病棟業務または手術 

16:00 

木 金 土 

8:00 病棟業務または手術 

～  
15:30 術後患者ＣＲ 

～  
17:00 教授回診 

8:00 

～   病棟業務または手術 

16:00 

8:00 

～   病棟業務または手術 

14:00 

 
評価方法（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては、共通のEPOC２で評価。 
また、受け持ち症例の術前、後のプレゼンテーションを行う。それ以外については、適宜アランディング・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をする。 
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 整形外科  
 

特科コンピテンス： 
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う現代的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、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。 
 
特科コンピテンシー： 

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＞ 
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評価方法（EV）： 
研修態度を含んだ、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価。 
また整形外科退院サマリーを10症例以上記載し、上級医の検閲に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修正してもらい、要点と質問回答方法についてレクチャーを受け、最終カンファレ

ンス発表にて評価する。 
 

付記 
特に整形外科で経験しておく病態・疾患 
① 頚椎症性脊髄症 
② 腰椎椎間板ヘルニア 
③ 腰部脊柱管狭窄症 
④ 手根管症候群 
⑤ 肩腱板断裂 
⑥ 変形性股関節・膝関節症 
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 画像診断科  
 

特科コンピテンス： 
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画像検査装置､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。 
 
特科コンピテンシー： 

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）医療での放射線被ばく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。 

 
カンファレンス １日 ／ 週 
 
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４週簡ごとにローテーションして研修する。８週間の研修が望ましい。４週間の研修では希望に添えない場合がある。 
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。 
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＜１～４週目 研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 金 土 

 

 

 

17:00 業務終了 

7:30 画像CR 
 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

14:00 業務終了 

 

＜５～８週目 研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 金 土 

 

 

 

17:00 業務終了 

7:30 画像CR 
 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

 

17:00 業務終了 

 

 

14:00 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EPOC2評価が行われる。 
 

8：00 CT / 検査実施と読影 

8：00 MRI / 検査実施と読影 
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 放射線治療科  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

１）各悪性疾患に対する治療法（外科療法・放射線療法・薬物療法）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。 
 

＜研修スケジュール＞ 

 
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 ２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EPOC2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。 
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 リハビリテーション科  
 
◎伊勢原研修プログラム 

特科コンピテンス： 
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。 
 
特科コンピテンシー： 

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 
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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 

8:00 集合 

8:30 病棟往診 

 

13:00 カンファレンス 

14:30 ボツリヌス外来 

17:00 医局セミナー（月１回） 

 

10:30 筋電図 

 

13:00 病棟往診 

13:30 嚥下造影検査 

8:30 病棟往診 

 

 

14:00 座位保持外来 or 筋電図 

木 金 土 

8:30 病棟往診 

 

 

13:00 装具外来 

義肢外来 

8:30 病棟往診 

10:00 筋電図 

 

14:00 嚥下造影検査 or 

ボツリヌス外来 

8:30 病棟往診 

 
・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回月曜開催、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）をリモートで聴講する。 
・ジャーナルクラブ 

週1回 土曜日 
 
評価方法（EV）： 

全科共通のEPOC2で評価を行う 
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◎伊勢原協同病院研修プログラム 
Ⅰ プログラムの名称 

伊勢原協同病院 リハビリテーション科初期研修プログラム 

 

Ⅱ プログラムの管理・運営 

リハビリテーション科に配属された2名程度の研修医に対して、臨床経験5年以上の上級医、指導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。 

 

Ⅲ プログラム指導者 

１）責任者 

・青野 宏治 リハビリテーション科副部長 

２）指導者 

・青野 宏治 

 

Ⅳ 一般目標 

将来の専門性にかかわらず、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。 

 

Ⅴ 行動目標 

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 

⑥ 福祉制度、社会資源の利用法と指導 
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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 

 

Ⅵ 経験目標 

・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 

 
Ⅶ 研修スケジュール 

協同病院リハビリテーション科 ＜週間研修スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 

検
査 

AM  10：30～ VF  10：30～ VF   

PM  筋電図（2件）   筋電図（2件）  

そ
の
他 

AM 
8：30～ 

全体カンファレンス 
     

PM 個別カンファレンス  個別カンファレンス 個別カンファレンス   

 

上記スケジュールに従いを指導医とともに検査、手技を行う。 

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。 
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 病理診断科  
 
特科コンピテンス： 

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、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。 
 
特科コンピテンシー： 

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 金 土 日 

9:30 Autopsy Conference 
 
17:00 Difficult Case Conference 

各科とのJoint Conferenceは随時 

 
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、EPOC2で評価する。 
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 臨床検査科  
 
特科コンピテンス： 

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。 

 

特科コンピテンシー（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、生化学・免疫検査、感染症検査、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）検査の結果報告書が作成できる。 

 
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・検討会・会議 

血液総合診断カンファレンス ···························· １回 ／ 週 

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 ／ 週 
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(AST)ミーティング ···················· 毎週火・金曜日17：00 ～（第４週目火曜日はAST会議終了後） 
結核濃厚接触者検討会 ························ ２ヶ月に１回第１月曜日16：30 ～ 
ICT会議 ························································ 第２・４週目火曜日16：30 ～ 
AST会議 ······················································· 第４週目火曜日17：30 ～ 

 
学術活動 

日本臨床検査医学会総会 ············· １回 ／ 年 
臨床検査に関する地方会 ············· １～２回 ／ 年 
日本超音波検査学会 ··················· １回 ／ 年 
日本環境感染学会······················· １回 ／ 年 
日本感染症学会 ················ １回 ／ 年 
神奈川県感染症医学会 ················ ２回 ／ 年 

日本化学療法学会 ······················· １回 ／ 年 
日本臨床微生物学会 ···················· １回 ／ 年 
日本血液学会 ····························· １回 ／ 年 
日本検査血液学会 ······················· １回 ／ 年 
日本遺伝子診療学会 ···················· １回 ／ 年 
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＜研修スケジュール＞ 

 月 火 水 

午前 
9:00～12:00 

・血液総合診断カンファレンス 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 

昼休み 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 

・感染対策（ICT）ミーティング 

(第2・第4火曜16：30) 

・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 

17:00～ 

・超音波検査研修会 

(1号館2F超音波検査研修室） 

17:30～ 抗菌薬適正使用の 

ための抗菌薬適性使用 
支援チーム（AST） 

 

 木 金 土 

午前 
9:00～12:00 

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  

午後 
13:00～17:00 

・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 

・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 

16:30～ 生理検査室勉強会 

・心電図/脳波/超音波検査判読 

・細菌検査判読 

17:00～ 

・細菌検査 

・総合内科クルズス 

(偶数月木曜18時） 

・重点 ICTラウンド 
17:30～ AST 

(15:00からの場合あり） 

 

 
＊最終週：宮地教授の面接試験（要日程調整）、R-CPC発表（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15:00から、第3・4は11:00から実施 

＊毎月1回：医療安全感染セミナー（17:00 ～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） 

＊抗菌薬適性使用支援開催：毎週2回火曜日と金曜日の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17:00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)、腹部超音波検査は火・水曜日分と小児科(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 

 
EV（評価） 
・態度を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2で評価 
・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 
・R-CPC作成・発表 
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 付属東京病院（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、糖代謝の

医師計１０名が常勤している。病床数は約１００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。 
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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）EPOC2での評価の対象となる特科コンピテンシー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 

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 

木 金 土 

8:15 MR 
9:00 病棟業務 

 

13:30 気管支鏡 
内視鏡手技 

8:15 MR 
9:00 病棟業務 

 

13:30 内視鏡手技 
ラジオ波焼灼術 

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（院内） 
TT カンファレンス １回／年 
城南消化器研究会 ２回／年 

 
評価方法（EV）： 

態度（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 



－94－ 

 付属東京病院（外科）  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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）についてのインフォームド

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、インシデント・アクシデント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）外科手術において手術助手の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）EPOC2での評価対象となるコンピテンシー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 

8:00 術前カンファレンス 
8:30 病棟回診 

9:00 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 

 

13:15 外科教授回診 

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・内視鏡検査 

木 金 土 

8:00 病棟回診 

9:00 手術・病棟業務 

 

13:00 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 病棟業務 

造影検査・内視鏡検査 

8:00 病棟回診 
9:00 病棟業務 

内視鏡検査 
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評価方法（EV）： 
態度（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
 
＞＞付記＜＜ 

・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 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医学部付属病院としての特性を生かしたきめ細やかな対応

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。また、東京地区の各種研究会・講演会など、情報を提供する。 
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 付属大磯病院（総合内科）  
 
特科コンピテンス： 

大磯病院の総合内科は、プライマリケアから救急までの病院診療の窓口として、また地域連携実践の場として重要な役

割を担っている総合診療部門である。このため、臨床研修では内科系の診療の窓口として他の診療部門、診療支援部門とも

密な連携をとりながら、個々の患者に対し適切に診断、治療適応を判断していく技能を習得する事、そして個別の疾患だ

けでなく患者の状態を全体的に評価し、多くの問題（社会的なものも含めて）総合的に考慮しながら診療できる能力を習

得する事、が一般目標である。 

 
特科コンピテンシー：全ての内科においての共通目標 

１）プライマリケアとしての総合診療、予防診療 
① 感冒、発熱、腰痛、軽度の外傷処置など一般の診療所で経験する亊が多い症例の初期対応ができる。 
② 病歴と身体診察から問題点を整理して適切な治療法を選択できる。 
③ 患者の身体所見をPoint of care ultrasonography(POCUS)から判断できる。 
④ 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、心房細動などの心血管系疾患に関するCommon Diseaseの予防を含めた診療ができる。 
⑤ インフルエンザや肺炎ワクチンなどの予防接種を実施できる。 
⑥ 胃がんや大腸ガンなどの消化器系悪性腫瘍、乳癌などのスクリーニングができる。 

２）地域の診療所や介護施設などからの紹介患者、緊急患者の診療 
① 診療所から紹介された不明熱、リンパ節腫脹などの原因精査ができる。 
② 肺炎や尿路感染症などの感染症や心不全などで早急な治療が必要と判断された患者の初期対応ができ、適切な診療科

と連携して治療方針を決める事ができる。 
③ 介護施設で緊急対応が必要と判断された患者の対応を施設職員と連携して行える。 

３）救急搬送患者の緊急対応 
① 地域で発生した救急搬送患者の初期対応を地域救急隊と連携してできる。 
② 地域で発生した救急搬送患者の治療方針を速やかに決める事ができる。 
③ 地域で発生した心肺停止症例の対応ができる。 
④ 地域で発生した外傷症例の対応ができる。（縫合処置、脱臼整復などを含む） 
⑤ 救急患者の全身状態をPoint of care ultrasonography(POCUS)で適正に判断できる。 

４）入院診療 
① 緊急入院した患者の治療プランが立てられる。 
② 入院患者の輸液管理、抗生剤の適正使用、内服薬の調整ができる。 
③ ガン患者、非ガン患者の緩和ケアに関して適切に対応できる。 
④ 死亡症例に対して、死亡診断書の作成含めて適切な対応ができる。 
⑤ 看護師、薬剤師、リハビリ科スタッフ、栄養科スタッフ、ソーシャルワーカーなどの多職種と連携して入院患者の

対応を適切に行える。 
⑥ 患者やその家族への病状説明が適切にできる。 

 
週間スケジュール（大磯病院総合内科） 

 月 火 水 木 金 土 

8：00 
～9：00 

モーニング 
ラウンド 

モーニング 
ラウンド 

モーニング 
ラウンド 

モーニング 
ラウンド 

モーニング 
ラウンド 

モーニング 
ラウンド 

8：00 
～ 

13：00 

総合内科 
外来 

内科救急 総合内科 
外来 

病棟 総合内科 
外来 

内科救急 

14：00 
～ 

16：00 

病棟 病棟 病棟 超音波 
検査 

病棟 抄読会 
13：00 
～14：30 

16：00 
～17：00 

ラウンド 病棟 
カンファ 

ラウンド ラウンド ラウンド  

 
症例 

カンファ 
勉強会     
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 付属大磯病院（内科）  
 
特科コンピテンス： 

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、脳神経内科、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。 

 
特科コンピテンシー：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コンピテンスについては、EPOC2 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 
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 付属大磯病院（外科） 
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー  
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 
１８：００ 消化器カンファレンス 

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、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
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 付属大磯病院（整形外科）  
 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー：  

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
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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、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
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 付属八王子病院（内科系） 
（総合内科） 

 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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 

 
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 

（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、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EPOC2 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。 
  



－102－ 

研修スケジュール概要 
（１）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 
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 付属八王子病院（内科系） 
（循環器内科） 

 
特科コンピテンス： 

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。 

 

特科コンピテンシー： 
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、全科共通のコンピテンスについては共通のEPOC2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。 
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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 
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 付属八王子病院（内科系） 
（呼吸器内科） 

 
特科コンピテンス 

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。 

 

特科コンピテンシー 

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 

2）肺機能検査 

3）血液免疫血清学（尿中抗原検査含む） 

4）胸部単純X線 

5）胸部CT（肺癌、呼吸器感染症、間質性肺疾患） 

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（3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（3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。 
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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) 

２）呼吸不全 (B) 

３）閉塞性・拘束性肺疾患 (B) 

４）肺循環障害 

５）異常呼吸 

６）胸膜、縦隔、横隔膜疾患 

７）肺癌 

※各々症例を1例以上、１）、２）、３）については、２例以上サマリー記載していることが必要。 

また、サマリーは上級医に検閲後合格していることが必要。 

 

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。 

 

研修方略（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. 内科外科合同肺癌ｷｬﾝｻｰﾎﾞｰﾄﾞ（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） 

研修医を対象に胸部単純Ｘ線およびCT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。 
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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、共通のオンライン研修評価システム(EPOC2) 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態度、習慣（affective domain）を含めて行う。 
 

研修スケジュール概要 

(1) 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。 

(2) 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 
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 付属八王子病院（内科系） 
（消化器内科） 

 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー： 

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、その適応、禁忌、合併症（偶発症）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、その適応、禁忌、合併症（偶発症）について説明できる 
（７）肝生検に助手として参加し、その適応、禁忌、合併症（偶発症）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ＥＰＯＣ２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 

総回診 火曜午後、チーム回診（毎朝／朝・夕） 
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） 
 木曜夕、消化器内科カンファレンス（週１回） 
学会・セミナー 三多摩肝臓懇話会（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） 
 他、随時 

 
取得可能な認定医、専門医 
（１）日本内科学会認定医・総合内科認定医 
（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 
（５）日本消化管学会認定医 
（６）日本門脈圧亢進症学会技術認定取得医 
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 付属八王子病院（内科系）  
（血液内科） 
 

特科コンピテンス： 
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。 

 
特科コンピテンシー： 

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ＥＰＯＣ２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４～８Ｗ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 
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 付属八王子病院（内科系）  
（リウマチ内科） 

 
特科コンピテンス： 

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、適切な初期対応や鑑別診断のための検査

計画、診断された症例に対する治療計画の作成を習得する。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、治療効果の判定や薬剤の調整、合併症に対する早期の対応を習得する。 

 

特科コンピテンシー： 

１）リウマチ性疾患で認められる関節所見、皮膚所見などの身体所見や、抗核抗体検査、特異自己抗体検査などの免疫血清学

的検査法を理解・習得し、適切な初期対応や鑑別診断が実践できる。 

２）ガイドラインやクリニカルパスを用い、症例に対する適切な治療計画を作成・実践できる。 

３）副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤、生物学的製剤などの効能や副作用を理解し、症例に対する薬物療法が実践できる。 

４）病状の再燃や治療による合併症の予防に向けた患者への日常生活指導を学び、実践できる。 

５）症例の治療経過を上級医に報告し、問題点を抽出し議論できる。 

６）興味深い症例を学会などの場でプレゼンテーションできる。 

 

評価方法（EV）： 

オンライン研修評価システムEPOC2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（間接蛍光抗体法）、特異自己抗体検査 

（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）多発性筋炎・皮膚筋炎 

（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。 
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 付属八王子病院（内科系） 
（脳神経内科） 

 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー：  

（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ＥＰＯＣ２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。 
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研修スケジュール概要 
・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 
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 付属八王子病院（内科系） 
（腎臓透析内科・糖尿病代謝内科） 

 
特科コンピテンス： 

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。 
 
特科コンピテンシー：  

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 
・慢性腎臓病の合併症を理解する 
・二次性副腎甲状腺機能亢進症に対する治療法と副腎甲状腺摘除術 
・腎代替療法の療法選択ＳＤＭについて理解する 

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・糖尿病治療（糖尿病治療薬、栄養指導、生活指導について理解する） 
（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 
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（３）研修方略 
①腎疾患領域 

・病棟・全患者 
・火・水・金 手術／火・金 ＰＴＡ 
・水 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 

 
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ＥＰＯＣ２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。 
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 付属八王子病院（外科系） 
 
特科コンピテンス：  

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を開始できるために、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して、幅広い応用力を身につける。 

 

特科コンピテンシー： 

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、手術の合併症を含

む）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）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 (X) 

・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) 

・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）において助手の一員としての役割 
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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）

できる。 

・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） 
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（３）学会・セミナーや研究会への出席 

湘南外科フォーラム １回／年 

外科集談会 ４回／年 

日本消化器病学会関東支部例会 ５回／年 

日本消化器内視鏡学会関東支部例会 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EPOC２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、当科は三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

をする。積極的な姿勢を期待したい。 
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 付属八王子病院（小児科） 
 
特科コンピテンス： 

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。 

 

特科コンピテンシー： 

（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ＥＰＯＣ２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。 
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 付属八王子病院（産婦人科） 
 
特科コンピテンス： 

今後の専門研修で、どの診療科を専攻する場合でも、プライマリーケア能力に必須な産婦人科的素養を備えた医師と

なるために、女性特有の諸問題に考慮した産婦人科のプライマリーケア（周産期医療を含む）や、救急への初期対応能力

と技能を習得する。 

 

特科コンピテンシー： 

（１）正常妊娠・分娩・産褥の管理を理解して、各時期の妊産婦に指導を含めた初期対応ができる。 

（２）異常妊娠・分娩・産褥の代表的疾患の病態とリスク因子を理解して、その管理・治療において、初期対応ができる。 

（３）胎児心拍数陣痛図の結果を解釈して上級医に報告できる。 

（４）分娩直後の新生児の評価ができる。 

（５）参加的薬物療法について、その副作用の徴候をとらえ上級医に報告できる。 

（６）急速遂娩の適応・要約について患者に説明できる。 

（７）救急現場で鑑別すべき婦人科的病名を少なくとも３つ列挙して、その鑑別検査を初期対応においてオーダーできる。 

（８）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患者に説明できる。 

（９）子宮・卵巣腫瘍の良性・悪性の鑑別診断について患者に説明できる。 

（１０）産科・婦人科周術期管理の要点を理解してオーダーできる。 

（１１）術後創処置を実施でき、問題があれば上級医に報告できる。 

（１２）興味を持った症例について、研究会や学会で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）：  

※産科および婦人科の受け持ち患者を数名割り当てて研修する。 

（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。 

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 

 

評価（EV）： 

態度・習慣（affective domain）を含む、全科共通のコンピテンスについては共通のＥＰＯＣ２で評価する。 

割り当てられた症例のレポートは、上級医に検閲後合格していることが必要。 

上記コンピテンシーの一部については観察記録（rating scale：ローテート時配布）を利用。それ以外については、

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対話での形成的評価とする。 
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研修スケジュール概要 

（１）病棟カンファレンス 毎週月曜日 １６：３０～１７：３０ 

（２）病理カンファレンス 毎月火曜日 １６：３０～１８：００ 

（３）画像カンファレンス 隔週土曜日 １１：３０～ 
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 付属八王子病院（整形外科） 
 
特科コンピテンス： 

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。 

 

特科コンピテンシー：  

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  回診 病棟業務または手術助手 回診  

火  回診 病棟業務または手術助手 回診  

水  回診 病棟業務または手術助手 回診  

木 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 回診 病棟業務または手術助手 回診  

金  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   
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評価方法（EV）： 

研修態度を含み、全科共通の EPOC2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 

EPOC2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 

9. 頚椎椎間板ヘルニア 

10. 頚椎後縦靭帯骨化症 

 

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。 
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 付属八王子病院（画像診断科） 
 

特科コンピテンス： 

主に画像診断および低侵襲治療として注目されている血管造影および画像下治療（インターベンショナルラジオロジー：

ＩＶＲ）の研修を行う。単純Ｘ線検査、造影Ｘ線検査、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影および画像下治療（ＩＶＲ）の３つの

領域を有機的に偏りなく研修する。特に各診療科に共通する単純Ｘ線写真、ＣＴ、ＭＲＩを中心に読影を通し断層解剖学

および画像診断の基礎を習得する。また、画像検査の必要性あるいは過剰検査に伴うリスクについて十分に理解する。 

 

特科コンピテンシー： 

（１）Ｘ線および核磁気共鳴を用いた画像検査について、原理を説明できる 

（２）Ｘ線および核磁気共鳴の人体への影響を説明できる 

（３）画像診断に必要な人体解剖を画像上で説明できる 

（４）「臨床研修の到達目標」に掲げられる疾患を中心に、適切な画像検査の選択と画像診断を行うことができる 

（５）超音波検査を含めた各画像検査の特性を理解し、総合的な画像診断を行うことができる 

（６）画像を用いて疾患の提示や病態の説明を行うことができる 

（７）画像配受信システム、読影システム、ＰＡＣＳ（Picture archiving and communication system）について説明できる 

（８）放射線部門で行われている検査やスタッフの役割、病院における位置づけについて説明できる 

（９）血管造影および画像下治療（ＩＶＲ）の基本的手技を学び、低侵襲治療の意義および有用性について理解する 

 

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単純Ｘ線検査 

単純Ｘ線検査の意義や解剖構造と画像の関係を理解する。また、ＣＴやＭＲＩと対比しその理解を深める。 

②造影Ｘ線検査 

基本となる放射線解剖を理解し、主な疾患の適切な読影を研修する。消化管造影と尿路、胆嚢造影の意義、適応

を理解する。機会あれば、指導医のもとでＸ線テレビ装置を用いての消化管造影検査に基本的な手技を習得する。 

③ＣＴ・ＭＲＩ診断 

日常診療におけるＣＴ、ＭＲＩ検査症例の読影を指導医のもとで行う。検査の原理と撮影法、撮像法の基本と主

なアーチファクトを理解する。広く行われている造影検査の必要性、意義、適応、起こりうる副作用と対処法を理解

し、活用できるようにする。読影の基礎である形態解剖を理解する。画像の正常・異常所見を指摘し、診断を行う。

鑑別診断を挙げられるようにする。これらの画像診断レポートとして記載できるようにする。 

④血管造影および画像下治療 

最近広く行われる画像下治療（ＩＶＲ）を含めた血管造影検査の意義と適応を理解し、手技と読影の基本である血

管解剖を理解する。機会あれば、指導医のもとで全身各臓器の血管造影を行い、検査の基本的な手技を習得する。

救急救命科および各診療科と協力し、緊急出血など、致死的な救急医療に参加し、緊急ＩＶＲにより救命を行う手段を

学ぶ。 

⑤核医学検査 

核医学検査は、当院では施行していない。核医学画像の適応や読影について、核医学専門医あるいは放射線科専門

医の指導を受ける。必要に応じて、東海大学医学部付属病院（伊勢原校舎）画像診断学にての研修を行う。 

⑥検査の安全性 

放射線や磁場の人体影響、検査自体のリスク、造影検査での合併症、造影剤の副作用・血管外漏出、その他、放射

線科領域で発生する医療事故について理解し、説明できるようにする。 

（２）経験すべき症状・病態・疾患 

「臨床研修の到達目標」に掲げられる疾患を中心に、適切な画像検査の選択と画像診断を習得する。 

「臨床研修の到達目標」に掲げられる症状や病態について、超音波検査を含めた各画像検査の特性を考慮し総合

的な画像診断を通して説明することができる。また、画像を用いて疾患の提示や病態の説明を行うことができる。 
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（３）特定の医療現場の経験 

まずは、画像診断科という画像を用いた診療を専門とする分野においてＸ線および核磁気 共鳴画像の原理を

理解し、その効果と人体への影響についてじっくりと理解することが重要である。その上で安全かつ適切な検査を選択、

遂行できるよう常に意識する。 

放射線科では電子画像配受信システム・読影システムなどＰＡＣＳ（Picture archiving and communication system）

を用いて診療を行っており、このシステムについて理解する。また、放射線部門のスタッフの役割、病院における

位置づけについて理解する。 

 

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ＥＰＯＣ２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 

当院画像診断科は、基本的にチーム医療の意識を持って診療に取り組んでおり、診療チームの一員として研修を行う。 

画像診断は読影室で行い、適宜読影室で指導医に意見や助言を求め、画像診断プロセスの習得や表現力を養う。各種

検査・治療においては、施行医（指導医）とともに診療を行い、手技の理解と実技の習得を目指す。毎日、その日の典型

的あるいは診断的に重要な画像を提示し、指導医とともに学習・症例検討を行う。 

 

セミナー 

ＩＶＲリサーチミーティング（２回／年） 

他、日本医学放射線学会総会および関東地方会、研修医向けの学会主催のセミナー（ミッドサマーセミナー、ミッド

ウインターセミナー）、多摩地区および東京地区の各種放射線関連の研究会・講演会など、情報を提供する。 

 

院内カンファレンス（１回／週） 

消化器、呼吸器、婦人科とのカンファレンスに参加する。病理婦人科カンファレンス（１回／月）も可能な限り参加が

望ましい。 
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 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 分という交通至便な立地にあり、25の診療科、384床（一般

病床 248 床（うちＥＲ16 床・ＩＣＵ14 床）、療養型 94 床、地域包括ケア病棟 42 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、当院の臨床研修の特徴として、希望する分野をある程度自由に選択でき、各

診療科のプログラムを経験できることにある。 
研修スケジュールについては各研修医の希望・目標に応じて個別に作成します。 

 
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。総合内科、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。 
 
 総合内科 

診療科を判別し難い各種症状の診療（不明熱など）や、複数の疾患を有する患者さんを総合的に診療することを学ぶ。

必要に応じて専門各科と連携して診療にあたる。救急医療（二時救急）を行っており、初療対応を学ぶことができる。 
また高齢者医療の急性期・慢性期の疾患についても診断、治療を行うとともに、リハビリテーション科や医療ソーシャル

ワーカーなどと連携しながら、患者背景を考慮した生活環境を提案する方法を学ぶ。 
 

 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ＥＲＣＰ、超音波

内視鏡、小腸内視鏡、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、ＢＲＴＯ、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１２８スライスＭＤＣＴ、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。 
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 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、

経口血糖降下剤や注射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、食事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、悪性肺腫瘍（肺癌）、自然気胸、膿胸、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（腎生検など）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の他、バスキュラーアクセス手術（内

シャント造設術、動脈表在化、人工血管留置術、長期留置型カテーテル挿入術）も幅広く実施する。 
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 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 
・毎週水曜日  ８時３０分～ 内科外科カンファレンス 
・毎週木曜日 １３時～ 

 
その他 

医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日 ８時２０分～ 
 
 
＜研修スケジュール＞ 

月 火 水 木 
８：３０ 病棟業務 

 
 
 
１４：００ ＣＦ 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 病棟業務 
 
 
 
 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 内科外科カンファレンス 
９：００ 病棟業務 
９：３０ ＧＩＦ 

 
１３：００ 病棟業務 
１６：３０ 内科カンファレンス 
１７：１５ 終了 

８：３０ 病棟業務 
 
 
 
１３：００ カンファレンス 
 
１７：１５ 終了 

金 土 日  
８：３０ 病棟業務 
９：３０ ＧＩＦ 

 
１３：００ 病棟業務 
 
１７：１５ 終了 

８：２０ 医局会 
８：３０ 病棟業務 

 
１２：３０ 終了 
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 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 
水 10 時～ 

・内科カンファレンス 
水 16 時～ 

 
その他 

医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時 20 分～ 
 
 

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 

 

 14：00回診  10：00 

病棟ｶﾝﾌｧ 

16：00 

内科ｶﾝﾌｧ 
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 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、腎臓外来にてCKD（慢性腎臓病)の保存的治療を経験でき、また末期の腎不全に関しての

治療が研修できる。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。 
 

専門的目標 
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 20 分～ 
 
 
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 HD回診 HD回診 
腎臓外来 

(HD回診) 
病棟 

腎臓外来 

（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 
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 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 20 分～ 
 
 
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 手術 手術 
手術 

 
手術 

 

19：00～  抄読会    
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 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 20 分～ 
 
 
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、定期

手術 
外来 

病棟回診 

病棟回診 

検査 

症例検討 

定期手術 

外来 病棟回診 

13：00～17：15 
回診 

カンファレンス 
気管支鏡検査 

検査 

救急 
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 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 20 分～ 
 
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 
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 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、火、金、土 8時 30分～ 

 
その他 

医務部症例検討会 毎月第２・３土曜日8時 20 分～ 
 
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 

病棟 

救急 

症例カンファ

レンス 

病棟 

救急 

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 
定時手術 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

13：00～17：15 
チーム回診 

救急 

救急 

病棟 
定時手術 

病棟 

救急 
定時手術  



 

－134－ 

 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２０分～ 

 
＜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 救急室または 

病棟業務 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 救急室または 
病棟業務 

 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 救急室または 
病棟業務 

 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 救急室または 
病棟業務 

 
 
１７：１５ 終了 

金 土 日  

８：３０ 救急室または 
病棟業務 

 
 
１７：１５ 終了 

８：３０ 救急室または 
病棟業務 

 
１２：３０ 終了 

 

 

 
  



 

－135－ 

 石巻赤十字病院  
（血液内科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

代表的な血液疾患の病態と治療を理解し、基本的な診療能力を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 

血液疾患の症例を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 確実で適切な病歴聴取 
(2) 血液疾患患者における適切な身体診察 
(3) 簡潔かつ要領を得たカルテ記載と症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集とその評価 
(5) 診断・治療計画の立案 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

① リンパ節腫脹、肝脾腫、出血傾向の有無を判断できる 
② 血液検査・骨髄検査の結果を解釈できる 
③ CT の読影 
④ 基本的な輸液・輸血の管理 
⑤ 抗菌薬・抗真菌薬を適切に使用できる 
⑥ 血液疾患で用いられる代表的な抗癌剤を挙げることができる 
⑦ 癌性疼痛治療の基本が理解できる 
⑧ 骨髄穿刺 
⑨ 腰椎穿刺、薬剤の髄腔内投与（髄注） 
⑩ 中心静脈カテーテルの挿入手順が理解できる 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 貧血、血小板減少 
② 発熱性好中球減少症 
③ 悪性リンパ腫 
④ 急性白血病 
⑤ 多発性骨髄腫 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 

 
<研修医週間スケジュール> 

 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
    

  
 

午前 
8:30 ～ 12:00 

    
  

 

昼 
12:00 ～ 13:00 

    
  

 

午後 
13:00 ～ 17:00 

  
13:00～ 

カンファランス 
 

  
 

夕 

17:00 ～ 
    

  
 

☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
血液内科は受け持ち患者（2人前後、希望や志望科により調整）の回診・検査・処置など病棟研修が中心です。  
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 石巻赤十字病院  
（腎臓内科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 

腎臓内科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 腎疾患の身体診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 体液量の評価 
② 腎の触診、腹部血管雑音の聴取 
③ 透析用バスキュラーアクセスの触・聴診 

(2) 基本的な臨床検査 
① 水・電解質・酸塩基平衡に関する検査 
② 尿検査 
③ 腎の画像検査 
④ 腎・尿細管機能検査 

(3) 基本的手技 
① 透析用バスキュラーアクセスカテーテル挿入 

(4) 基本的治療法 
① 禁煙・運動・食事等の生活指導 
② 降圧・利尿薬、経口血糖降下薬等の薬物療法 
③ 水・電解質補正のための適切な補液 

(5) 医療記録 
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。 

（自分の担当患者の状態を完全に把握することが望ましい） 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 急性腎障害、慢性腎不全 
② 糖尿病・高血圧に合併する腎障害 
③ 水・電解質異常 
④ 糸球体腎炎・ネフローゼ症候群 
⑤ 透析導入時の管理 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 

 
評価方法（EV：Educational evaluation） 

研修目標に対応した評価シート（別紙2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 
 
<研修医週間スケジュール> 

 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

8：15 

ミーティング 

8：15 

ミーティング 

8：15 

ミーティング 

8：15 

ミーティング 

8：15 

ミーティング 

 
 

午前 
8:30 ～ 12:00 

病棟修練 

透析回診 
病棟修練 

10：00 

腎生検 

病棟修練 

透析回診 

病棟修練 

透析回診 

 
 

昼 
12:00 ～ 13:00 

  
12：45 

病棟カンファ 
  

 
 

午後 
13:00 ～ 17:00 

外来修練 病棟修練 腎組織検討 外来修練 
病棟修練 

透析回診 

 
 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・朝ミーティングでの新入院症例プレゼン、抄読会（ひとりあたり1回）担当する 
・できる限り学会での症例報告を経験することが望ましい 
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 石巻赤十字病院  
（脳神経内科） 

 
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）※行動目標が集まって一般目標となる 

（１）病歴聴取：病歴を確実に聴取し、適切に記載出来る 
（２）神経学的所見の見方：所見を正確に取り、適切に記載出来る 
（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・治療計画の立案：確定診断へ至る為の検査計画と治療計画を立案出来る 
（５）画像診断の読解：CT、MRI、脳血管造影、SPECT などの所見を読解出来る 
（６）神経生理学的検査：脳波、神経伝導速度検査、筋電図を理解出来る 
（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出来る 
（９）医師、患者関係の構築（マナー、接遇など） 

 
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。 

これにより疑うべき疾患、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出来る。 
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、レスピレーター）：呼吸管理を適切に行える 
④ 血管確保（CV挿入）：血管確保、CV挿入を行える 
⑤ 輸液管理：電解質・水バランスを理解し、輸液管理を行える 
⑥ 血圧管理：疾患に応じた適切な血圧管理を行える 
⑦ 電気生理学：神経伝導速度検査、針筋電図、脳波などの判読が行える 
⑧ 脳血管造影：脳血管造影の施行、助手が行える 
⑨ 経食道心エコー：経食道心エコー検査の施行、助手が行える 

 
（２）研修方略 

① 脳外科合同 strokeカンファランス（毎朝7：30～） 
② ケースカンファランス（毎火曜日11：00～） 
③ リハビリカンファランス（毎木曜日14：00～） 
④ 抄読会（毎木曜日12：20～） 
⑤ 臨床実習、ミニレクチャーなど 
⑥ 研究会、学会、セミナーなどへの参加など 

 
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、神経免疫学会、日本てんかん学会、 
日本臨床神経生理学会などの関連学会の総会、地方会への参加 
その他の内科系、脳神経系研究会などへの参加 

 
評価方法（EV） 

指導者による研修医評価表（項目毎、スケール形式）により行う。 
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<研修医週間スケジュール> 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

7:30 ～ 8:30 
脳外科合同カンファランス 

 
 

午前 
8:30 ～ 12:00 

病棟回診／病棟 

外来業務 

急患対応 

病棟回診／病棟 

外来業務、急患対応 

11：00～ 神経内科 

ケースカンファランス 

病棟回診／病棟 

外来業務 

急患対応 

病棟回診／病棟 

外来業務 

急患対応 

病棟回診／病棟 

外来業務 

急患対応 

 

 

昼 
12:00 ～ 13:00 

   
12：20～ 

抄読会 
 

 
 

午後 
13:00 ～ 17:00 

検査 

手技／病棟 

外来業務 

急患対応 

検査 

手技／病棟 

外来業務 

急患対応 

検査 

手技／病棟 

外来業務 

急患対応 

14：00～ 

リハビリカンファ

ランス 

 

 

 

夕 

17:00 ～ 
夕回診 

 
 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・指導医の当番の際には一緒に診察し、神経救急疾患の対応の仕方を学んでもらいます。 
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 石巻赤十字病院  
（呼吸器内科） 

 
一般目標（GIO：Generalinstructionalobjective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリケアの基本的な

診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specificbehaviorobjectives） 

呼吸器内科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 呼吸器内科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learningstrategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 全身の観察 
② vitalsign の把握 
③ 胸部診察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 胸部Xp読影 
② 胸部CT読影 
③ 動脈血ガス分析 
④ 肺機能検査の解釈 

(3) 基本的手技 
① 動脈採血 
② 胸腔穿刺 
③ 胸腔ドレーン留置 
④ 人工呼吸管理 
⑤ 経路別感染対策 

(4) 基本的治療法 
① 酸素療法 
② 抗菌薬治療 
③ 慢性呼吸器疾患の増悪治療 
④ 患者教育 

(5) 医療記録 
① 診療録（退院時サマリーを含む）をPOS（ProblemOrientedSystem）に従って記載し、管理できる。 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 急性呼吸不全・慢性呼吸不全 
② 肺炎（市中肺炎、NHCAP） 
③ 肺炎（市中肺炎、NHCAP） 
④ COPD、気管支喘息 
⑤ 肺癌 
⑥ 胸膜疾患 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 

 
評価方法（EV：Educational evaluation） 

研修目標に対応した評価シート（別紙）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

<研修医週間スケジュール> 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
       

午前 
8:30 ～ 12:00 

8：30～ 朝カンファ（1時間程度） 

入院プレゼン・退院症例チェック・症例検討など 

※木曜日は抄読会あり 

 

病棟回診・処置 

 

救急対応（週1回） 

外来血ガス採血（週2～3回）～13時まで 

  

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

 13：00～16：00 

気管支鏡 

13：00～16：00 

気管支鏡 

 

※13：00～ 

血液内科 

カンファあり 

13：00～16：00 

気管支鏡 

13：00～ 

呼内呼外放治 

カンファ 

研修医プレゼン・

回診 

（～15時頃まで） 

  

病棟回診・処置 

救急対応（週1回） 

  

夕 

17:00 ～ 
       

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
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 石巻赤十字病院  
（呼吸器外科） 

 
一般目標（GIO：Generalinstructionalobjective） 

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に対応できるよう、プライマリケアの基本的な

診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specificbehaviorobjectives） 

呼吸器外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 呼吸器外科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learningstrategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 問診：呼吸器疾患に関連する運動能や、生活背景、喫煙歴などの聴取 
② 聴診：呼吸音・心音の正確な記述 
③ 視診：呼吸状態の観察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 肺機能検査の評価と耐術能に関する評価方法の理解 
② 胸部レントゲンの評価、特に異常所見の理解 
③ 胸部CTにおける解剖の理解 
④ 気管支鏡検査による気管支解剖の理解 

(3) 基本的手技 
① 皮膚縫合 
② 手術介助 
③ 胸腔穿刺、吸引 
④ 胸腔ドレーンの抜去 

(4) 基本的治療法 
① 気胸の診断、及び治療法の選択、胸腔ドレーンの挿入と持続吸引管理 
② 胸水患者への胸腔ドレーンの挿入と持続吸引管理 
③ 無気肺患者への体位ドレナージの実践 
④ 術後患者への排痰法の指導 
⑤ 低酸素血症への対応、酸素療法 

(5) 医療記録 
① 診療録（退院時サマリーを含む）をPOS（ProblemOrientedSystem）に従って記載し、管理できる。 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 術前評価ができる（耐術能評価ができる） 
④ 画像、呼吸音を正確に記述できる 
 

B 経験すべき病状・病態・疾患 
① 気胸 
② 胸水 
③ 肺癌（術前、術後） 
④ 息切れ 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 

 
評価方法（EV：Educational evaluation） 

研修目標に対応した評価シート（別紙 2 ）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

<研修医週間スケジュール> 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
経過記録の確認、患者病態の把握、術前患者の確認（マーキング含む） 

休日当番対応 

（4週に2回を

目安に） 

午前 
8:30 ～ 12:00 

指導医と回診 

手術 

術後管理 

指導医と回診 

術後管理 

術後処置 

指導医と回診 

手術 

術後管理 

指導医と回診 

術後管理 

指導医と回診 

術後管理 

術後処置 

昼 
12:00 ～ 13:00 

   

午後 
13:00 ～ 17:00 

手術予定患者の

評価 

（または手術） 

手術予定者の 

評価 

13時 呼吸器内科・

外科・放射線治療科

カンファレンス 

16時～ 

術前カンファレンス 

13時 30分～ 

手術 

夕 

17:00 ～ 
術後経過の観察 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

原則： 
① 救急外来での呼吸器外科疾患・胸部外傷には積極的に参加する 
② 術後患者をbedsideで観察し、ADL改善に関与すること 

初期研修医の到達目標： 
① 問診により、患者の情報を適切に取得できること 
② 気胸の診断、治療法選択、胸腔ドレーンの挿入と持続吸引の管理ができること 
③ 胸腔ドレーンを確実に抜去できること 
④ 気道ドレナージを実践し、排痰法を指導できること 
⑤ 胸部レントゲンの異常を検出できること 
⑥ 理学所見から異常を早期に検知できること 

その他： 
① 水は2件目の手術終了が17時以降になる場合があります 
② 金は手術開始が午後になるため手術終了が17時以降になる場合があります。 
③ 月・水・金以外も臨時手術を行う場合があります 
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 石巻赤十字病院  
（消化器内科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

内科疾患の中でも遭遇する機会の多い消化器疾患に適切に対応できるように基本的な診断能力を身につける 
 
行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 

消化器内科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
【1年次】 

(1) 適切な病歴聴取及び正しい身体診察ができる。 
(2) 腹水・黄疸・嘔気嘔吐・嚥下困難・腹痛・便通異常・消化管出血などの症状を呈する疾患に対し、それらの鑑別

診断を行うことができ、検査の進め方、各々の疾患に対する治療方法に対して概ねを述べることができる。 
(3) 消化管出血・急性胆管炎胆のう炎・急性膵炎などの消化器救急疾患の初期診療にチーム医療の一員として参加し、

それらの疾患の病態・重症度等を理解出来る。 
(4) 肝機能のデータの読み方・細菌学的検査・腹部超音波検査・上下部内視鏡・ERCP・上下部消化管造影・CT/MRI・

血管造影・肝生検の実際を理解し、腹部超音波検査・上（下）部内視鏡検査・肝生検・血管造影に関しては実際に

経験する。 
※1年時の超音波検査の到達目標は、肝・胆・膵・脾・腎を端から端まで描出できることと、ポピュラーな疾患の

診断が出来ることとする。 
※1年時の内視鏡の到達目標は潰瘍・癌・ポリープ等の基本的な読影が出来ることと、手技としては、内視鏡の抜き

差し操作を経験したのち、挿入を経験することとする。また、生検介助・止血介助等に積極的に参加すること。 
(5) 内視鏡的止血術・内視鏡的ポリープ切除術や早期悪性腫瘍の内視鏡切除・内視鏡的胆道ドレナージ・ラジオ波焼灼

療法・肝動脈塞栓術の実際を理解し、適応を判断できる。 
(6) 腹水穿刺・各種ドレーンチューブの管理につき適切に行うことができる。 
 

【2年次】 
(1) 適切な病歴聴取および正しい身体診察が出来る。 
(2) 腹水・黄疸・嘔気嘔吐・嚥下困難・腹痛・便通異常・消化管出血などの症状を呈する疾患に対し、それらの鑑別診

断を行うことができ、自分で検査を進め、治療することができる。 
(3) 消化管出血・急性胆管胆のう炎・急性膵炎などの消化器救急疾患の基本的な初期対応ができ、さらに主治医として

退院まで治療継続できる。 
(4) 肝機能のデータの読み方・腹部超音波検査・上下部内視鏡・ERCP・上下部消化管造影・CT/MRI・血管造影・肝

生検・経皮的胆嚢（肝膿瘍）ドレナージ等の実際を理解し、可能な限りこれらの検査・手技に参加する。 
※超音波検査の到達目標は、肝・胆・膵・脾・腎のスクリーニング検査ができることと、異常の指摘およびある程度

までの質的診断ができることとする。 
※内視鏡の到達目標は、潰瘍・癌・ポリープ等の基本的な読影診断（生検の要否についての判断）ができ、癌に

関してはある程度まで深達度診断ができることとする。手技としては、上部内視鏡にかんしては盲点なく観察・

読影ができ、基本的な拡大診断の知識を身につけ、的確に所見を書けることとし、簡単な止血・生検までできる

ことを目標とする。また、止血介助等に積極的に参加すること。 
(5) 経皮経肝胆管ドレナージ・経皮経肝胆嚢ドレナージ・肝膿瘍ドレナージがあるときは積極的に参加し、経皮経肝胆嚢

ドレナージと肝膿瘍ドレナージの手技は身につけたい。 
 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
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＜研修医週間スケジュール（赤羽チーム）＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
8:00 ～ 8:30 

消化器内科カンファ 
外科・腫瘍内科・

内科カンファ 
内視鏡カンファ 消化器内科カンファ    

午前 
8:30 ～ 9:30 

消化器内科回診 
Nsとのカンファ

（５西北３） 
消化器内科回診 消化器内科回診 消化器内科回診   

午前 
9:30 ～ 12:00 

内視鏡検査 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 

エコー 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 
  

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

カテーテル 

内視鏡治療等 

肝生検 

RFAなど 
ERCPなど アンギオなど 

ポート 

内視鏡治療等 
  

夕 

17:00 ～ 
消化器内科回診   

 
 

＜研修医週間スケジュール（富永チーム）＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
8:00 ～ 8:30 

消化器内科カンファ 
外科・腫瘍内科・

内科カンファ 
内視鏡カンファ 消化器内科カンファ    

午前 
8:30 ～ 9:30 

Nsとのカンファ

（５西） 
消化器内科回診 消化器内科回診 消化器内科回診 

Nsとのカンファ

（北３） 
  

午前 
9:30 ～ 12:00 

内視鏡検査 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 

エコー 

病棟、救急 

内視鏡検査 

病棟、救急 
  

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

カテーテル 

内視鏡治療等 
内視鏡治療など ERCPなど 内視鏡治療等 

ポート 

内視鏡治療等 
  

夕 

17:00 ～ 
消化器内科回診   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

腫瘍内科常勤医が一人になったため腫瘍内科の定期のスケジュールはなくなったが、腫瘍内科でPICC挿入やポート造設

する際、積極的に参加する。また不定期で腫瘍内科の講義が入ります。 
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 石巻赤十字病院  
（循環器内科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリケアの基本的

な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 

循環器内科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 循環器内科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 聴診（胸部・頚部） 
② 検脈 
③ 頚静脈怒張の有無 
④ 下肢浮腫の有無 

(2) 基本的な臨床検査 
① 心電図検査・読影 
② 心臓超音波検査 
③ 心肺運動負荷検査（CPX） 

(3) 基本的手技 
① 静脈ラインの確保 
② ACLS 
③ 末梢留置型中心静脈カテーテル（PICC）留置／中心静脈カテーテル（IVH）留置 
④ 頚静脈穿刺（超音波法） 

(4) 基本的治療法 
① 急性冠症候群における初期対応 
② 発作性心房細動に対する薬物療法 
③ 除細動器の使用 
④ ショック状態における輸液、薬物療法 
⑤ 慢性期心臓リハビリテーション 

(5) 医療記録 
① 診療録（退院時サマリーを含む）をPOS（ProblemOrientedSystem）に従って記載し、管理できる。 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 心臓超音波検査のレポートを作成することができる。 
④ 心臓カテーテル検査を読影し、所見記載ができる。 
 

B 経験すべき病状・病態・疾患 
① 急性冠症候群（急性心筋梗塞、不安的狭心症） 
② 労作性狭心症 
③ 心房細動 
④ 慢性心不全 
⑤ 高血圧 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 

 
<研修医週間スケジュール> 

 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

7時 30分 ～ 

入院患者検討会 

入院患者回診 

 

 

午前 
8:30 ～ 12:00 

心エコー 
(心臓カテーテル検査) 

心エコー 

心臓リハビリ 
(心臓カテーテル検査) 

心エコー 
(心臓カテーテル検査) 

心エコー 

心臓リハビリ 
(心臓カテーテル検) 

心エコー 
(心臓カテーテル検査) 

 

 

昼 
12:00 ～ 13:00 

点滴当番 
 

 

午後 
13:00 ～ 17:00 

心臓カテーテル

検査 

循環器カンファ 
EPS・ABL 

CAG 検討会 
心臓カテーテル

検査 

心臓カテーテル

検査 

心臓カテーテル 

検査 

EPS・ABL 

 

 

夕 

17:00 ～ 
夕回診 

 
 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・循環器内科は主治医チーム制で、その中の1チームに所属してもらいます。 
・朝 7：30～新規入院患者さんの検討会があります。主訴、現病歴、診断名、治療方針など簡潔にプレゼンテーションして

下さい。 
・午前中は基本的に心エコー研修になりますが、不定期にトレッドミル運動負荷検査、核シンチなどがあります。 
・火、木曜日は心臓リハビリを行っているので研修期間中に見学、参加を推奨します。 
・12：00～当日のカテーテル検査患者さんの点滴ライン確保をお願い致します。ライン確保に 2 回失敗したら病棟ナース、

もしくは上級医に相談して下さい。 
・当科は救急疾患が多く緊急対応が多いので、所属チーム外であっても緊急検査、処置を優先して行動して下さい。 
・夜間は基本的に上級医とセットの呼び出しになります。呼び出し日は PHS 対応できるようにしていて下さい。休日対応

は別途相談。 
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 石巻赤十字病院  
（腫瘍内科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来志望する専門科にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する悪性疾患や治療・腫瘍に伴う合併症に適切に対応できる

よう、基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 
行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 

腫瘍内科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 
(1) 病歴（主訴,現病歴,既往歴,家族歴,生活・職業歴）の聴取とカルテ記録 
(2) 担癌患者における的確な身体診察 
(3) 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 
(4) 適切な鑑別診断および検査計画の立案と実施 
(5) 担癌患者におけるEBM に基づいた治療計画の立案と実施 
(6) 支持療法,緩和医療の実施 

 
経験目標および研修方略（LS：Learningstrategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 全身の観察 
② Performancestatus(PS)の評価 

③ 胸部診察 
④ 腹部診察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 胸部腹部X 線写真読影 
② CT 読影 
③ 腹部エコー検査 

④ 血液検査 
⑤ 癌関連遺伝子検査（結果の解釈） 

(3) 基本的手技 
① 中心静脈カテーテルポートの穿刺、管理 
② 末梢留置型中心静脈カテーテル(PICC)留置 
③ 腹腔穿刺 

④ 胸腔穿刺 
⑤ 中心静脈カテーテルポート造設術 

(4) 基本的治療法 
① がん薬物療法 
② 抗菌薬治療,G-CSF の投与 
③ 体腔液が貯留した患者への輸液量調節 

④ 薬物アナフィラキシーに対する治療 
⑤ 医療用麻薬による疼痛コントロール 

(5) 医療記録 
① 診療録（退院時サマリーを含む）をPOS（ProblemOrientedSystem）に従って記載し、管理できる。 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 他の医療機関（緩和ケア医）に対して適切な内容の診療情報提供書を記載できる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 発熱性好中球減少症(febrileneutropenia:FN) 
② 癌性腹膜炎 
③ 食欲不振,悪心,嘔吐 
④ 抗悪性腫瘍剤の血管外漏出 
⑤ 脳転移,腫瘍による脊髄圧迫 

 
【研修方略】 

適切な症例を受け持つことで、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

ローテート中に最低限習得すべきこと 
① 癌性疼痛への対処方法（オピオイドの使い方、突出痛への対処） 
② 化学療法中の発熱への対処方法（特に発熱性好中球減少症の診断と対応） 
③ オンコロジーエマージェンシーへの対応 
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 石巻赤十字病院  
（外科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

日常診療において、あらゆる状況に適切に対応する上で必要な医師としての素養と外科的診療能力を獲得するために、

プライマリケアにおける外科的処置や手術を中心とした外科的疾患に対する基本的な態度・知識・技術を身に付ける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

1 救急患者に対して応急処置（創縫合、静脈・動脈ライン確保、気道確保、人工呼吸、除細動、心マッサージなど）

ができる。 
2 胸腹部外傷に対する診断や治療方針（入院の適応を含め）を理解できる。 
3 頚部・胸部・腹部・下肢の超音波検査ができる。 
4 各種上下部消化管の検査や、CT、血管造影検査の結果を理解できる。 
5 甲状腺疾患、乳腺疾患、末梢血管疾患の手術適応・術式の決定が理解できる。 
6 急性腹症、消化器癌、胆道疾患、の手術適応・術式の決定が理解できる。 
7 手術予定患者の手術リスクの評価ができる。 
8 基本的な清潔操作・創部消毒、ガーゼ交換ができる。 
9 基本的な術後患者の管理（ドレーン・チューブ類の管理を含む）を習得する。 

10 外来・入院患者やその家族と適切なコミュニケーションがとれ、必要な情報を聴取できるとともに、インフォーム

ドコンセントが実施できる。 
11 他の医療従事者と協調し、連携をとることができる。 
12 指導医や専門医に適切にコンサルトができる。 
13 医療事故防止およ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。 
14 退院時療養計画を立てることができる。 
15 症例提示と討論ができる。 
16 全身の観察（バイタルサイン、表在リンパ節の診察など）ができ、記載できる。 
17 頚部（甲状腺など）、胸部、腹部の診察ができ、記載できる。 
18 穿刺法（胸腔・腹腔）が実施できる。 
19 簡単な切開・排膿を実施できる。 
 

経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 
【研修目標】 

A 経験すべき診察法・検査・手技 
(1) 基本的な身体診察法 

① 甲状腺疾患、乳腺疾患、末梢血管疾患の手術適応・術式の決定が理解できる。 
② 急性腹症、消化器癌、胆道疾患、の手術適応・術式の決定が理解できる。 
③ 外来・入院患者やその家族と適切なコミュニケーションがとれ、必要な情報を聴取できるとともに、イン

フォームドコンセントが実施できる。 
④ 頚部（甲状腺など）、胸部、腹部の診察ができ、記載できる。 
⑤ 全身の観察（バイタルサイン、表在リンパ節の診察など）ができ、記載できる。 

(2) 基本的な臨床検査 
① 頚部・胸部・腹部・下肢の超音波検査ができる。 
② 各種上下部消化管の検査や、CT、血管造影検査の結果を理解できる。 

(3) 基本的手技 
① 救急患者に対して応急処置（創縫合、静脈・動脈ライン確保、気道確保、人工呼吸、除細動、心マッサージ

など）ができる。 
② 基本的な清潔操作・創部消毒、ガーゼ交換ができる。 
③ 穿刺法（胸腔・腹腔）が実施できる。 
④ 簡単な切開・排膿を実施できる。 

(4) 基本的治療法 
① 基本的な術後患者の管理（ドレーン・チューブ類の管理を含む）を習得する。 
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(5) 医療記録 
① 胸腹部外傷に対する診断や治療方針（入院の適応を含め）を理解できる。 
② 手術予定患者の手術リスクの評価ができる。 
③ 退院時療養計画を立てることができる 

(6) その他 
① 他の医療従事者と協調し、連携をとることができる。 
② 指導医や専門医に適切にコンサルトができる。 
③ 医療事故防止およ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。 
④ 症例提示と討論ができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 急性腹症（腹膜炎等） 
② 消化器疾患（消化器癌、鼠径ヘルニア等） 
③ 血管外科疾患（PAD、腹部大動脈瘤、下肢静脈瘤等） 
④ 小児外科疾患（急性虫垂炎、鼠径ヘルニア等） 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 9:00 

朝回診（病棟） 

朝回診 

（病棟） 8:30 
抄読会（医局） 

8:00 
内科外科 

合同カンファ 

8:30 

外科カンファ 

午前 
9:00 ～ 12:00 

9:00 外来 
または 

9:30 手術 
または 

検査・回診 
または 

エコー実習 

 

13:00 

病棟カンファ 
（5東病棟、 
月～金のうち 
週 1日） 

9:30 手術 
または 

検査・回診 

9:00 外来 
または 

9:30 手術 

9:30 手術 
または 

検査・回診 

9:30 手術 
または 

検査・回診 
または 

エコー実習 

 

  

昼 
12:00 ～ 13:00 

12:30 

説明会 
  

午後 
13:00 ～ 17:00 

13:00 

小児外科手術 
または 

13:30 総回診 

  

夕 

17:00 ～ 
夕回診 

夕回診 

（病棟） 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
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 石巻赤十字病院  
（乳腺外科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する乳腺疾患、特に乳癌に適切に対応できるよう、その基本的な

診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
乳腺外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 乳腺疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 
 

経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 
【研修目標】 

A 経験すべき診察法・検査・手技 
(1) 基本的な身体診察法 

① 視・触診法 
② 遺伝性腫瘍を念頭に置いた既往歴、家族歴の聴取と解釈 
③ 挙児希望、妊孕性、就労支援などがんサバイバーシップ支援を念頭に置いた問診 

(2) 基本的な臨床検査 
① マンモグラフィ読影 
② 乳房超音波検査の実技と読影 
③ 多遺伝子アッセイ 

(3) 基本的手技 
① 穿刺吸引細胞診 
② 針生検（CNB） 
③ 膿瘍切開ドレナージ 
④ 乳癌手術（主に助手として） 

(4) 基本的治療法 
① 乳癌手術 
② 抗がん剤（内分泌療法、化学療法、分子標的治療） 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 早期乳癌 
② 進行乳癌 
③ 再発乳癌 
④ 良性乳腺疾患、良性腫瘍 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 9:00 

 
病理検討会 

（第２火曜） 
     

午前 
9:00 ～ 12:00 

病棟回診・外来ミーティング・外来診療 手術   

昼 
12:00 ～ 13:00 

  
多職種合同 

カンファレンス 
    

午後 
13:00 ～ 17:00 

外来診療・夕回診 

外来診療・ 

術前患者対応・ 

夕回診 

手術   

夕 

17:00 ～ 
       

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
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 石巻赤十字病院  
（脳神経外科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
脳神経外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 脳神経外科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 意識障害患者の神経学的評価 
② くも膜下出血患者の初期評価 
③ 頭部外傷患者の初期評価 

(2) 基本的な臨床検査 
① 頭部 CT の読影 
② 頭部 MRI の基本的な読影 
③ 脳血管撮影（助手） 

(3) 基本的手技 
① 気道確保（気管挿管、気管切開を含む） 
② 血管確保（中心静脈カテーテル挿入を含む） 
③ 腰椎穿刺 

(4) 基本的治療法 
① くも膜下出血患者の初期対応（適切な鎮痛、鎮静、血圧管理）ができる。 
② 手術を含めた脳圧降下療法を適応、方法を理解する。 
③ 髄液ドレナージの原理を理解し、管理ができる。 
④ 症候性てんかん発作のコントロールがきる。 
⑤ 開頭術・脳血管内治療の助手ができる。 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 担当した手術の手術記録を書くことができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① くも膜下出血 
② 頭部外傷 
③ 脳腫瘍 
④ 症候性てんかん 
⑤ 正常圧水頭症 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

  術前検討会 術後検討会  

  

午前 
8:30 ～ 12:00 

定期手術 脳血管撮影  脳血管撮影  

  

昼 
12:00 ～ 13:00 

   抄読会    

午後 
13:00 ～ 17:00 急患対応 

定期手術 脳血管撮影 

急患対応 

 

急患対応 

リハカンファランス 

急患対応 

 

  

夕 

17:00 ～ 
       

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・平日時間外・休日は当番制で病棟業務・急患対応にあたる 
  

フィルムカンファランス・神経内科合同カンファランス 

病棟業務・急患対応 

病棟業務 
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 石巻赤十字病院  
（整形外科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する運動器疾患・外傷に適切に対応できるよう、初期臨床研修医と

して必要な知識と技術を習得する。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
整形外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）を聴取し、適切に記載できる。 
(2) 運動器疾患の身体所見、理学所見、神経学的所見を正確に取り、適切に記載できる。 
(3) 診断に至るまでの過不足のない検査計画を立てることができる。 
(4) 病歴、所見、検査結果に基づいて診断をすることができる 
(5) 簡潔な症例提示、カンファランスでのプレゼンテーションができる。 
(6) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成ができる。 
(7) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(8) チーム医療の実施（医師、コメディカルとの連携） 
(9) 診療録、退院サマリー、手術記録を適切に記載できる。 

(10) 医師と患者関係の構築（マナー、接遇など） 
 

経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 
【研修目標】 

A 経験すべき診察法・検査・手技 
(1) 基本的な身体診察法 

① 視診、触診、問診で問題となっている身体部位を探り出し、おおまかな重症度と緊急性の有無を判断出来る。 
② 院内で受傷した患者の初期対処ができる。 

(2) 基本的な臨床検査 
① 病態把握に必要な採血・尿・レントゲン検査、CT、MRI を過不足無く指示を出せる。 
② 上記で出した検査の根拠並びに解釈を指導医にプレゼンテーションできる。 
③ 入院、緊急手術に必要な病態を判断し、指導医に相談することができる。 

(3) 基本的手技 
① 骨折に対して、適切な外固定処置ができる。 

(4) 基本的治療法 
① 骨折の徒手整復 
② 脱臼の整復。 
③ 適切なデブリートマンと皮膚縫合。 
④ 緊急処置や緊急手術を要するとき、初期対応を行いつつ、指導医に相談できる。 

(5) 医療記録 
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。（自分

の担当患者の状態を完全に把握することが望ましい） 
② 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
 

B 経験すべき病状・病態・疾患 
① 大腿骨頚部骨折 
② 大腿骨転子部骨折 
③ 橈骨遠位端骨折 
④ 脊髄症と神経根症 
⑤ 小児肘周囲骨折 
⑥ 肩関節脱臼 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

8:00 ～ 9:00 
カンファランス 

休日当番なし 
日中 

9:00 ～ 17:00 

外来 
病棟回診 
外来 
手術 

手術 手術 

外来 

病棟回診 

乳幼児股関節外来 

病棟カンファ 

手術 

夕 

17:00 ～ 
夜間当番なし（希望時は適宜 1st call を担当） 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

● 毎朝のカンファランスは前日の画像確認、当日の手術予定の確認、その日のイベント確認、治療方針の相談など 
●毎週木曜13：30～ 小児股関節健診 先天性股関節脱臼のエコー診断、治療 
●毎週木曜15：00～ 病棟カンファランス 医師、看護師、リハビリで治療方針の確認など 
●主治医制（研修医が主治医になることはない） 
●到達目標 

1 ヶ月：電話で的確に患者相談ができるようになる、大腿骨頚部骨折と転子部骨折の違いを理解する 
2 ヶ月：患者の身体所見（可動域、筋力、腱反射、神経学的所見）を得られる、小手術をできるようになる 
3 ヶ月：患者の未来像を考えることができる、転位の少ない大腿骨転子部骨折の手術治療を行えるようになる 
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 石巻赤十字病院  
（形成外科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療・救急外来で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリー

ケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
形成外科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 形成外科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 皮膚・皮下腫瘍の診察 
② 手の外科の診察 
③ 適切な外傷の状態評価 

(2) 基本的な臨床検査 
① 顔面骨のCT評価 
② 手指のレントゲン評価 

(3) 基本的手技 
① 局所麻酔法 
② 上肢伝達麻酔法（指ブロック法） 
③ 創傷の救急処置 
④ 形成外科的縫合法 

(4) 基本的治療法 
① 皮膚皮下腫瘍の手術 
② 外傷の創部処理（縫合など） 
③ 手指骨折の徒手整復 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 色素性母斑 
② 粉瘤 
③ 脂肪腫 
④ 手指の骨折、外傷 
⑤ 顔面外傷 

 
【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

     

病棟処置 

救急当番 

など 

午前 
8:30 ～ 12:00 

外来 手術 外来 手術 
外来 

手術 
  

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

外来手術 手術 外来手術 外来手術 手術   

夕 

17:00 ～ 
救急当番1st call   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

到達目標：clear cut な創部の真皮縫合が可能となる。 
手の外科外傷の初期対応・診断が可能となる。 など。 

連絡事項：積極的に救急 1st call 担当してみてください。 
上級医師の指導の下、救急外来での外傷の評価・初期治療を経験することができます。 

・特に定期的なミーティングなどは行っていません。手術予定表やカルテをみて不明な点・興味がある症例があったら適宜

質問してみてください。 
 

  



 

－160－ 

 石巻赤十字病院  
（産婦人科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
産婦人科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 産婦人科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 視診 
② 婦人科領域の内診(双合診含む) 
③ 直腸診 
④ 分娩進行中の妊産婦内診 
⑤ 新生児の診察(新生児モロー反射等確認含む) 

(2) 基本的な臨床検査 
① 血液検査 
② 尿検査 
③ 超音波画像検査 
④ CT 検査 
⑤ MRI 検査 

(3) 基本的手技 
① 基本的身体診察法の手技 
② 採血(静脈・動脈) 
③ 血管確保 
④ 腟鏡診 
⑤ 創縫合(分娩時裂傷・会陰切開・開腹手術の閉創など) 

(4) 基本的治療法 
① 産婦人科領域の内服薬処方 
② 産婦人科領域の外用薬処方 
③ 分娩時会陰切開と創の縫合(比較的軽微なもの) 
④ 計画的分娩誘発と子宮収縮剤の使い分け 
⑤ 切迫流早産の治療と子宮収縮抑制剤の使い分け 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ カンファレンスでの術前評価の作成 
④ 分娩記録の基本的な情報を記載し、管理できる。 
⑤ 婦人科予定手術の退院サマリー作成 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 切迫流早産 
② 通常の経腟分娩 
③ 帝王切開術 
④ 子宮筋腫など婦人科良性疾患の子宮全摘術 
⑤ 卵巣嚢腫など婦人科良性疾患の腹腔鏡下手術 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
回診・ミーティング   

午前 
8:30 ～ 12:00 

分娩誘発予定妊婦の入院管理 
または 

帝王切開 
婦人科予定手術 

流産手術の入院管理
または 

帝王切開 
  

昼 
12:00 ～ 13:00 

昼休み 
婦人科予定手術 

合間に昼休み 
昼休み   

午後 
13:00 ～ 17:00 

手術予定患者の

カンファレンス

など 

退院サマリー作成

など 
婦人科予定手術 

退院サマリー作成 

病棟・小児科との 

カンファレンス 

  

夕 

17:00 ～ 
臨時手術等   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・研修医が手術に入る機会の多い水木金の日勤は深夜明けにならないように当直を組んでもらう。 
・研修後半の週末はある程度産婦人科診療に慣れた段階で 1～2 回週末常勤医の当番とともに診療に当たる。 
・研修医の希望を聞いた上で夜間の分娩立ち会いや最終的にローリスク予定帝王切開術の執刀を担当してもらう。 
・状況に応じて可能であれば臨時手術等に参加してもらう。 
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 石巻赤十字病院  
（耳鼻咽喉科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
耳鼻咽喉科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 耳鼻咽喉科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 口腔、咽喉頭、鼻腔、鼓膜の視診 
② 頸部の触診 
③ 自発眼振の観察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 鼻咽腔、喉頭ファイバースコピー 
② 嚥下内視鏡検査 
③ 嚥下造影検査 
④ 平衡機能検査 

(3) 基本的手技 
① リンパ節や頸部腫瘍における針生検 
② 扁桃周囲膿瘍における試験穿刺、切開排膿 
③ 鼓膜穿刺 
④ 鼓膜切開 
⑤ 鼻出血における鼻粘膜焼灼 

(4) 基本的治療法 
① めまいに対する薬物療法 
② 急性上気道炎に対する薬物療法 
③ 気道狭窄に対する初期対応 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 気道狭窄 
② 急性上気道炎 
③ 鼻出血 
④ めまい 
⑤ 嚥下障害 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

病棟回診   

午前 
8:30 ～ 12:00 

外来業務 

(急患対応) 
手術 

外来業務 

(急患対応) 
病棟回診 

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

臨床検査・ 

外来業務 
手術 

臨床検査・ 

外来業務 
手術 手術   

夕 

17:00 ～ 
夕回診   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
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 石巻赤十字病院  
（眼科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
眼科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 眼科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 細隙灯顕微鏡での診察 
② 直像鏡、倒像鏡を用いての診察 
③ 隅角鏡を用いての診察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 視力、眼圧測定 
② 視野検査 
③ 眼筋機能検査 
④ 超音波検査 
⑤ 網膜電図 

(3) 基本的手技 
① 顕微鏡下での処置 
② 鼻涙管ブジー 
③ 睫毛抜去 
④ 異物除去 

(4) 基本的治療法 
① 網膜光凝固術 
② 抗VEGF抗体硝子体注射 
③ 超音波乳化吸引術 
④ 虹彩切開術 
⑤ YAG レーザー 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 適切な眼底スケッチが作成できる 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 角膜疾患 
② 網膜疾患 
③ 神経、斜視疾患 
④ ぶどう膜疾患 
⑤ 緑内障疾患 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
  



 

－165－ 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
回診   

午前 
8:30 ～ 12:00 

外来   

昼 
12:00 ～ 13:00 

手術 

休憩 

手術 

休憩 休憩   

午後 
13:00 ～ 17:00 

レーザー治療 

など 

レーザー治療 

など 

レーザー治療 

など 
  

夕 

17:00 ～ 
書類作成など   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 
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 石巻赤十字病院  
（病理診断科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
病理診断科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 検体の正しい取扱い方を学ぶ 
(2) 組織診断、細胞診、迅速診断、病理解剖の流れを理解する 
(3) 基本的な組織構築や病理組織像を学ぶ 
(4) 適切な症例プレゼンテーション 
(5) 診断上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき項目 

(1) 各科の手術検体の取扱い 
① 切開の入れ方、固定法 
② 肉眼的診断、切り出し 
③ 記録の仕方(写真取り方も含め) 

(2) 剖検 
① 解剖の方法、肉眼的診断 
② 剖検検体の固定法 
③ 剖検検体の切り出し方 
④ 剖検診断書作成 

(3) 迅速診断 
① 迅速診断標本の作製法 
② 迅速診断及びその報告 
③ 迅速後の診断 

(4) 細胞診 
① 細胞診の基本を学ぶ 

(5) 医療記録 
① 組織診断の下書きをし、検閲を受ける。 
② 臨床とのカンファレンスで、症例のプレゼンテーションができる。 
③ 病理側の立場で、CPCを行う。 

 
B 経験すべき症例 

① 生検：胃生検、大腸生検、肺生検、皮膚生検 
② 手術検体 

１）ESD 検体 
２）虫垂炎、胆嚢手術検体 
３）大腸癌手術 
４）胃癌手術 
５）子宮筋腫、卵巣のう腫手術 

③ 迅速検体：乳腺センチネルリンパ節、乳腺断端 
④ READ システム を通じて、リンパ腫病理を理解する 
⑤ 細胞診、尿、胸腹水、婦人科 

 
【研修方略】 

下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
       

午前 
8:30 ～ 12:00 

診断検閲 診断検閲／迅速   

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

診断 
13:30～ 

切り出し 
診断 

13:30～ 

切り出し 

13:30～ 

切り出し 
  

夕 

17:00 ～ 
       

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・迅速は木、金曜日は必ずありますが、それ以外は不定期ですが、それも対応していただきます。解剖があれば、そちらを

優先。 
・診断してみたい症例、興味のある症例など希望があれば対応は可能です。 
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 石巻赤十字病院  
（泌尿器科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
泌尿器科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 泌尿器科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBMの実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 腎・腹部の診察 
② 男性外陰部の診察 
③ 女性外陰部の診察 
④ 直腸診 

(2) 基本的な臨床検査 
① 検尿沈渣 
② 採血（腎機能、腫瘍マーカーなど） 
③ 尿路エコー、陰嚢部エコー 
④ CT、MRI、骨シンチ、尿路造影など 
⑤ 尿路内視鏡検査 
⑥ 尿流測定、残尿測定 
⑦ 経直腸的前立腺針生検 

(3) 基本的手技 
① 導尿を安全に行う（スタイレット使用を含む）。 
② 尿閉の処置が安全にできる（恥骨上穿刺を含む）。 
③ 腎瘻や膀胱瘻、尿管ステントなどのカテーテル交換を行う。 
④ 腎瘻造設や尿管ステント挿入を指導医の下で経験する。 
⑤ エコーガイド下経直腸的前立腺針生検を一人で行えるようにする。 

(4) 基本的治療法 
① 経尿道的手術（TURBT、TURP など）、小手術（除睾術、高位精巣摘除術）などを指導医のもとで経験する。 
② 大手術や腹腔鏡手術の助手を経験し、手術の意図と基本操作法を学ぶ。 
③ 前立腺癌に対するホルモン療法について学ぶ。 
④ 膀胱癌や腎盂尿管癌に対する全身化学療法について学ぶ。 
⑤ 腎癌に対する分子標的薬治療や免疫療法（インターフェロン、免疫チェックポイント阻害剤）について学ぶ。 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 手術所見の適切な記載法を学ぶ 
④ 紹介状、依頼状を適切に書くことができる。 
⑤ 診断書の種類と内容を理解できる。 
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B 経験すべき病状・病態・疾患 
① 炎症性疾患（腎盂腎炎、腎膿瘍、膿腎症、前立腺炎、精巣上体炎、膀胱炎、尿道炎） 
② 尿路結石症（腎結石、尿管結石、膀胱結石） 
③ 腫瘍性疾患（腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌、精巣癌など） 
④ 上部尿路閉塞性疾患（先天性水腎症、尿路結石、尿路腫瘍、尿路外腫瘍、後腹膜線維症） 
⑤ 下部尿路機能障害（前立腺肥大症、尿道狭窄、神経因性膀胱） 
⑥ 先天異常（停留精巣、精巣水瘤、包茎、膀胱尿管逆流症、嚢胞腎、尿道下裂など） 
⑦ 尿路性器外傷（腎外傷、膀胱外傷、尿道外傷、陰茎折傷、精巣破裂） 
⑧ 陰茎の疾患（尿道下裂、陰茎癌、ペロニー氏病、持続勃起症など） 
 

【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 

 
評価方法（EV：Educational evaluation） 

研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

8:00 ～ 8:40 
カンファランス   

午前 
8:40 ～ 12:00 

病棟回診・ 

外来診療・検査 

手術 手術 

病棟回診・ 

外来診療・検査 
  

昼 
12:30 ～ 13:30 

     

午後 
13:30 ～ 16:00 

諸検査 

（入院、外来） 

諸検査 

（入院、外来） 
  

夕 

16:00 ～ 
カンファランス・病棟回診   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

前期研修2年の間に、診察全般、泌尿器科検査全般を会得する。 
膀胱鏡検査、経尿道的手術と小手術の修練をおこない、大手術の第二助手を経験する。 
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 石巻赤十字病院  
（放射線診断科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

日常診療、救急診療で遭遇する病気や疾患の画像を理解し、適切に対応できるよう初期研修医として必須知識、必須

手技を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
放射線診断科の症例を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 人体の画像解剖についての知識を深める。 
(2) common disease 、救急疾患の画像所見を理解する。 
(3) 造影剤の副作用、適応について理解する 。 
(4) 当院で行われている IVR について適応、合併症、禁忌 について理解する。 
(5) 放射線技師や看護師とともにチームの一員として協調できる。 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 各種画像検査の原理、撮像法、検査手順を理解する。 
① 放射線、放射線同位元素等の物理的特性 
② 撮影機器の特性、検査適応 
③ 主要臓器の画像解剖と病態の理解 
④ 造影剤の注射漏れや造影剤の副作用についての対処法 

(2) 基本的な臨床検査 
① CT 
② MRI 
③ 血管撮影、IVR 

(3) 基本的手技 
① 血管撮影、IVR 
② CT ガイド下生検、ドレナージ 

(4) 医療記録 
① 画像診断報告書の作成 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① common disease 、救急疾患の画像診断 
② 血管造影、IVR 

 
【研修方略】 

研修スケジュール（別紙 1）に従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
～ 8:30 

研修医向け 

症例提示 
 

研修医向け 

症例提示 
 

研修医向け 

症例提示 
  

午前 
8:30 ～ 12:00 

読影 読影 または IVR 読影 読影   

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

読影   

夕 

17:00 ～ 
       

☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等）  
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 石巻赤十字病院  
（放射線治療科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
放射線治療科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 放射線治療科疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 視診、触診、聴診、打診 
② 直腸指診（直腸出血など） 

(2) 基本的な臨床検査 
① 胸・腹部単純レントゲン、CT、MRI 
② 骨シンチ、PET 
③ 血液検査、尿検査 

(3) 基本的手技 
① コンピューター上での治療計画（ターゲット設定、ビーム設定、線量設定、線量分布図作成など） 
② リスク臓器と耐容線量 
③ 骨転移に対する放射性ストロンチウムの投与 
④ 治療効果と副作用の観察 
⑤ 一般画像読影 

(4) 基本的治療法 
① 外照射（X 線、電子線） 
② 内照射（β線、γ線） 
③ 定位照射（SRT） 
④ 腔内照射（RALS） 
⑤ 副作用に対する治療 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
③ 照射線量、線量分布図、DVH（線量体積ヒストグラム） 
④ 副作用の記述（早期反応、晩期反応、Grade） 
⑤ 生存（再発）率、生存（再発）曲線 

 
B 経験すべき病状・病態・疾患 

① 根治照射（化学療法の併用の有無） 
② 術後照射（乳癌など） 
③ 術前照射（直腸癌など） 
④ 緩和照射（脳転移、骨転移など） 
⑤ 緊急照射（神経圧迫、出血、気道狭窄、血管閉塞など） 

 
【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
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評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
       

午前 
8:30 ～ 12:00 

外来 

(新患・再来) 

外来 

（再来） 

照射中患者の診察､ 

再来 

外来 

（新患・再来） 

外来 

（再来） 
  

昼 
12:00 ～ 13:00 

  乳腺カンファ     

午後 
13:00 ～ 17:00 

外来 

(新患・再来)、 

治療計画 

外来 

(新患・再来) 

照射中患者の診

察、再来 

外来 

（新患・再来） 

13 時～ 

呼吸器カンファ､ 

治療計画､ 

放射線科カンファ 

  

夕 

17:00 ～ 
   (キャンサーボード)    

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

以下の習得： 
① 放射線治療の適応（根治、準根治、姑息・緩和） 
② 放射線治療の副作用・合併症（急性期、晩期） 
③ 放射線治療計画（ターゲット・ビーム設定、線量分布図） 
④ Dose Volume Histgram（肺 V20、直腸 V40～V70、脊髄 Dmax、腎 V20 など） 
⑤ 定位放射線治療SRT 
⑥ 全身照射TBI 
⑦ ゾーフィゴRa223 
⑧ 最新放射線治療の知見（東北大学病院や他施設での見学・研修；重粒子線、陽子線、IMRT、サイバーナイフ、

トモテラピー、小線源治療、甲状腺癌ヨード内用療法） 
⑨ 放射線治療の原理・機序・物理（DNA 損傷と回復、線種による長所・短所、線量と分割法、ビルドアップ） 

  



 

－173－ 

 石巻赤十字病院  
（麻酔科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

実際の麻酔を通して患者の観察やその記述を行うこと、さまざまな手技を経験すること、さらには手術室という特殊

現場を体験することを目標とする。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
麻酔管理を通じて呼吸・循環・代謝の恒常性を保つ方法を身につける。 
 

経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 
【研修目標】 

A 術前評価とその記載ができる。 
B 主に全身麻酔について患者に分かりやすく説明できる。 
C 麻酔準備が出来る 
D マスク換気・気管挿管・麻酔器による換気ができる。 
E 麻酔深度や血圧・心拍数を適正な範囲に保つことができる。 
F 麻酔からの覚醒の判断や気管チューブ抜管の可否の判断ができる。 
G リカバリーでの患者の状態の理解と帰室許可の判断ができる。 
H 麻酔記録・リカバリー記録を作成できる。 
I 術後診察とその結果の記載ができる。 
 

【研修方略】 
上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
評価シート（病院が準備）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 ～ 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
術後回診・麻酔準備   

午前 
8:30 ～ 12:00 

手術の麻酔   

昼 
12:00 ～ 13:00 

手術の麻酔   

午後 
13:00 ～ 17:00 

手術の麻酔・術前回診・術後回診   

夕 

17:00 ～ 
(緊急手術麻酔等)   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・深夜勤務後は休み 平成 30年度から土曜日手術が開始となった場合は、土曜日は勤務とし月から金の1日を休みとする

予定です。 
・救急当番準夜勤務の日は勤務開始に間に合うよう 16:30 を目安に麻酔科勤務終了とする 
・昼休憩は症例の状況等を含め、指導医が適宜与えるものとする 
・到達目標 

１ヶ月目 
末梢静脈路の確保 
観血的動脈圧路の確保 
気道確保：マスク換気と気管内挿管（喉頭鏡および声門上器具） 臨時手術麻酔の経験 

２ヶ月目（志望科別に重点） 
脊椎麻酔（主に整形外科、産婦人科志望者） 
硬膜外麻酔（主に外科、整形外科、産婦人科志望者）  
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 石巻赤十字病院  
（緩和ケアセンター） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアの基本

的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
単なる症例ではなく一人の病む人（全人的苦痛）に共感する医療者として下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 身体的苦痛のアセスメント 
(3) 精神的・心理的苦痛へ気づき 
(4) 社会的苦痛への気づき 
(5) スピリチュアル的苦痛への気づき 
(6) 他職種への敬意 
(7) 簡潔な症例プレゼンテーション 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な診察法 
① 身体的疼痛の部位や強度を正確に記述できる。 
② 精神的・心理的苦痛の背景を知る。 
③ 社会的苦痛の背景を知る。 
④ スピリチュアル的苦痛に共感する。 
⑤ アセスメント結果に基づいたケアを提案できる。 
⑥ 患者・家族に丁寧に説明できる。 

(2) 基本的な臨床検査 
① 画像検査を見て病態を説明する。 
② 血液検査等を見て病態を説明する。 
③ さらに必要な検査を提案する。 

(3) 基本的手技 
① 傾聴。 
② 他の医療者との対話。 
③ 打診・触診による疼痛部位の特定。 
④ オピオイドの力価換算・濃度計算。 

(4) 基本的治療法 
① シリンジポンプを管理する。 
② PCA ポンプの管理法を患者・家族に説明する。 
③ CV・PICC カテーテルを挿入し管理する。 
④ 薬物以外の緩和ケアを提案する。 

(5) 医療記録 
① 診療録をPOS（Problem Oriented System）に従って記載できる。 
② デルマトームを使うことができる。 
③ 症例レポートを作成し簡潔にプレゼンテーションすることができる。 
 

B 経験すべき病状・病態・疾患 
① がん性疼痛 
② 骨転移よる神経症状 
③ 嘔気・不眠・不安・せん妄・倦怠感 
④ 呼吸困難（心不全を含む） 
⑤ 看取り 
⑥ 家族ケア 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 
 

評価方法（EV：Educational evaluation） 
研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日 
朝 

～ 8:30 
経過記録の確認、患者病態の把握   

午前 
8:30 ～ 12:00 

緩和ケアチーム回診 
緩和ケアセンター 

カンファレンス 
緩和ケアチーム回診   

昼 
12:00 ～ 13:00 

       

午後 
13:00 ～ 17:00 

緩和ケア外来 緩和ケアチーム回診 緩和ケア外来   

夕 

17:00 ～ 
経過記録の確認、患者病態の把握   

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

① 緩和ケアチームは医師・看護師だけでなく薬剤師、臨床心理士、社会福祉士、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等

の多職種で構成されている。指導医の回診の時だけでなく、チームメンバーの訪室にも帯同して多職種が行う緩和ケア

を学ぶこと。 
② PEACE プロジェクトの緩和ケア講習会を必ず受講すること。受講は e-learning と、その修了者による集合研修とで

構成されている。 
③ 緩和ケアは緩和の専門家が専門的に独占的に行うものではない。初期研修医の多くは研修終了後にそれぞれが専門分野

を目指していくと思うが、その時でも患者を緩和医療科に丸投げするのではなく、自らも緩和ケアの一翼をになって

常に患者と家族に寄り添っていてほしい 
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 石巻赤十字病院  
（救急科） 

 
一般目標（GIO：General instructional objective） 

将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリーケアおよび

重症患者管理の基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。 
 

行動目標（SBOs：Specific behavior objectives） 
救急科の症例経験を通して、下記の能力を身につける。 

(1) 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録 
(2) 救急疾患の身体所見の診察 
(3) 適切な症例プレゼンテーション 
(4) 臨床上の疑問点を解決するための情報収集・評価・適応判断（EBM の実践） 
(5) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明）の作成 

 
経験目標および研修方略（LS：Learning strategies） 

【研修目標】 
A 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な身体診察法 
① 全身の観察 
② バイタルサインの把握 
③ JATEC に基づく外傷診療 
④ NIHSS による神経学的診察 

(2) 基本的な臨床検査 
① 動脈血ガス分析 
② 細菌検査（グラム染色含む） 
③ 超音波検査（FAST、心エコー（FOCUS）、腹部エコー、肺エコーなど） 
④ 救急放射線読影（XP、CT、MRI） 

(3) 基本的手技 
① 心肺蘇生法（一次・二次救命処置） 
② 気管挿管 
③ 胸腔ドレーン留置 
④ 動脈穿刺・動脈カテーテル挿入 
⑤ 中心静脈カテーテル挿入 
⑥ 縫合・創傷処置 

(4) 基本的治療法 
① 酸素療法 
② 人工呼吸器管理 
③ 循環管理 
④ 抗菌薬治療 
⑤ 鎮痛・鎮静の管理 

(5) 医療記録 
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 症例レポートの作成、症例プレゼンテーションができる。 
 

B 経験すべき病状・病態・疾患 
① 敗血症 
② 外傷 
③ 心肺停止蘇生後症候群 
④ 急性中毒 
⑤ アナフィラキシー 
⑥ 環境障害（熱中症・偶発性低体温症） 
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【研修方略】 
下記研修スケジュールに従い、上記目標を達成するよう指導医のもと研修を行う。 

 
評価方法（EV：Educational evaluation） 

研修目標に対応した評価シート（別紙 2）により、臨床研修医による自己評価、指導医による評価を行う。 
 

＜研修医週間スケジュール＞ 
 月 火 水 木 金 土 日·祝 

朝 

7:30～ 

①新入院カンファ

レンス 

②救急車患者 

振り返り 

 
7:30～ 

抄読会・勉強会 

休日回診 

(★=回診当番) 

午前中に回診 

7:45～ 

朝回診 

8:00～ 

朝回診 

8:30～ 

①新入院カンファレンス 

②救急車患者振り返り 

日中 

回診  

救急車当番(○●)・ウォークイン外来当番(B) 

ドクターカー(DC)・ICU 当番(①)・ 

病棟業務（☆：責任者）など 

12:00～ 

入院患者 

カンファレンス 

夕 

日中業務終了後 夕回診 終了後フリー 

薬剤、医療機器等の説明会 

（不定期開催） 

 
☆その他（連絡事項・診療科の決まり・到達目標 等） 

・研修内容： ①救急外来対応（救急車、ウォークイン） 
 ②病棟管理（集中治療～退院まで） 
 ③ドクターカー同乗研修（希望者） 
 ④院内急変対応（MET、コードブルー） 
・勤務時間： 日勤 8：30～17：00 
 遅番 12：00～20：30、 
 準夜（当直除く）15：30～24：00 
 深夜 0：00～8：30 
 その他オンコール対応あり 
・病棟管理はチーム制 
・病棟管理をメインとした研修、救急外来をメインとした研修も考慮（原則は外来・病棟両方を行う） 
・救急科研修到達度確認表（別紙）にて、研修到達度を指導者と確認 
・久志本教授総回診（月 1 回） 
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 伊勢原協同病院  
（血液内科） 

 
プログラムの管理・運営 

血液内科に配属された 1～2 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＞ 

研修医は上級医と 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。ただし、自発的に研修を実施することを妨げない。 
 
プログラムの指導者 

１）プログラム責任者 
・大野  隆 副院長 

２）指導医 
・田爪  圭 血液内科部長 

 
一般目標 

2 年間の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。 
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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 
 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  
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 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 

心臓カテーテル検査ができる 
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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 核医学検査 病棟研修 病棟カンファレンス 

火 病棟研修 冠動脈ＣＴ 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） 
病棟カンファレンス 

金 病棟研修 病棟研修 病棟カンファレンス 

土 病棟研修   
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 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・指導医 

・消化器内科 山 本  創 部長 
・      田中 賢明 部長 

 
一般目標 

2 年間の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 
・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。 
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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 

    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 
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 伊勢原協同病院  
（呼吸器内科） 

 
プログラムの管理・運営 

呼吸器内科に配属された 1～2 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＞ 

研修医は上位医と 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。ただし、自発的に研修を実施することを妨げない。 
 

プログラムの指導者 
１）責任者 

・加志崎 史大 呼吸器内科部長 
２）指導医 

・北原 麻子 呼吸器内科医長 
 
一般目標 

2 年間の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。 
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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 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

月  病棟勤務 気管支鏡  

火  外来 病棟勤務 気管支鏡※  

水  病棟勤務 

木  病棟勤務  

金  病棟勤務 

土  病棟勤務  

※は気管支鏡の予備日。気管支鏡がない場合はカンファレンス。 
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 伊勢原協同病院  
（内分泌・糖尿病内科） 

 
プログラムの管理・運営 

当科に配属された１～２名程度の研修医に対し，少なくとも1名の指導医が指導にあたる。 
原則として入院患者の診療研修を基本とするが，本人が希望する場合には外来診療研修を行うことも可能である。 
＜当直業務＞ 

研修医は上級医と２名の組み合わせで夜間の内科救急患者診療にあたる。当直業務の翌日午後は原則として休日とする。 
 
プログラムの指導者 

１）責任者 
・大野  隆   副院長 

２）指導医 
・山脇  孝   内分泌・糖尿病内科副部長 

 
一般目標 

２年間の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

で頻回に遭遇する疾患に対してどのように対応し，検査・治療を進めるかという点を重視する。 
 
個別目標 

・頻度の高い疾患に対する初期対応ができる 
・チームの一員として診療に参加する 
・症例呈示と討論ができる 
・糖尿病の診断ができる（1型・２型・妊娠糖尿病など） 
・糖尿病治療を経験する 
・糖尿病合併症を評価できる 
・合併症、食事療法などについてコンサルテーションができる 
・他科の糖尿病合併症例における治療に参加する 
・高血圧症や脂質異常症など頻度の高い生活習慣病の診断および治療ができる 
・甲状腺疾患など頻度の高い内分泌疾患の治療を経験する 

 
研修スケジュール 
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 時 

月 病棟勤務 症例ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

火 病棟勤務 糖尿病教室・病棟勤務  

水 病棟勤務  

木 病棟勤務 糖尿病教室・病棟勤務 ｽﾀｯﾌｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

金 病棟勤務  

土 病棟勤務  
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 伊勢原協同病院  
（腎臓内科） 

 
プログラムの管理・運営 

腎・透析内科に配属された 1～2 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＞ 

研修医は上級医と 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。ただし、自発的に研修を実施することを妨げない。 
 
プログラムの指導者 

１）責任者 
・大野  隆  副院長 

２）指導医 
・田中 寿絵  腎・透析内科医長 

 
一般目標 

2 年間の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。 

・腎疾患に関連する専門的診察が出来る。 
・腹部大動脈や腎動脈の血管雑音を聴取できる。 
・浮腫や turgor 低下などから体液量の評価を行うことができる。 
・バスキュラーアクセスの評価が出来る。 
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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 

 
腎透析分野においては常に腎機能や体液バランス(水電解質・酸塩基平衡)を適切に評価することが求められる。重点的に

身につけるべき目標は以下である。 
・血清クレアチニン、eGFR、クレアチニンクリアランスを説明・評価できる。 
・画像所見から腎の形態異常や、血流不全、尿路通過障害を評価できる。 
・血中・尿中電解質(Na、K、Cl、BUN、Cr、FENa)を評価し、臨床症状との関係を説明できる。 
・尿沈査から糸球体病変を予測できる。 
・ASO、ASK、免疫グロブリン、血清補体、抗核抗体、ANCA、免疫電気泳動：これらの検査を必要な患者に実施し、

評価ができる。 
・代表的な糸球体疾患について、その腎生検組織の特徴が説明できる。 

 
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 

 
腎透析分野においては重点的に身につけるべき目標は以下である 

・体液量や電解質異常を評価したうえでの適切な輸液選択ができる 
・腎機能に考慮した薬剤選択や用量調整ができる 
・腎疾患患者の食事指導：塩分制限や蛋白制限、カリウム制限に関して、その意義と適切な摂取量を指導できる。 
・高血圧：血圧管理目標を理解し、適切な降圧剤選択ができる。 
・副腎皮質ステロイド：適応病態や副作用が概説できる 
・中心静脈カテーテル挿入：解剖学的特徴を理解し、エコーガイドに安全な挿入手技ができる。感染予防に配慮した

管理ができる。 
・バスキュラーアクセスの穿刺ができる。 

 
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 
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腎透析科で取り扱う代表的な疾患は以下である。これらの疾患に関して適切な身体診察や検査実施、診断評価、治療計画

を立てられるようになることが目標である。 
①腎疾患： 

末期腎不全、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎(IgA 腎症、膜性腎症など)、 
ネフローゼ症候群（微小変化型ネフローゼ症候群、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、巣状分節性糸球体硬化症、

膜性増殖性糸球体腎炎など）、続発性糸球体腎炎（ループス腎炎、アミロイド腎症、骨髄腫腎など）、薬剤性腎障害、

急速進行性糸球体腎炎、多発性のう胞腎など 
 
②水電解質・内分泌異常： 

鬱血性心不全、低Na血症、高カリウム血症、代謝性アシドーシス、続発性副甲状腺機能亢進症、糖尿病性腎症など 
 
③血管系疾患： 

腎性高血圧、腎血管性高血圧、腎硬化症、血栓性血小板減少性紫斑病、腎梗塞、シャントトラブルなど 
 
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 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

月 病棟勤務  

火 外来 病棟勤務、透析室カンファレンス  

水 病棟勤務 

木 病棟勤務 / シャント血管拡張術  

金 病棟勤務 / シャント手術 

土 病棟勤務  
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 伊勢原協同病院  
（小児科） 

 
プログラムの管理・運営 

「日本小児科学会 小児科研修実施要綱案」に準拠して、伊勢原協同病院小児科がプログラムを作成し、伊勢原協同病院

がプログラムの管理・運営を担当する。 
 
プログラムの統括責任者 

1）責任者・指導者 
・杉山 延喜 部長 

2）指導医 
・鈴木 一雄 副部長 

 
プログラム設定の背景 

小児の保健・医療に関わる問題が多様化し、小児医療の役割は子どもの疾患を「治す」ことだけではなく子どもを健全に

「育てる」ことにも向けられている。子どもの誕生から成長し、次世代の子どもを持つまでの lifecycle に関わる医療体系、

すなわち「成育医療」が求められている。 
小児科は子どものからだ、こころの全体を対象とする総合診療科である。 
現在社会的問題になっている小児救急は、しばしば急速に重篤化するなど成人のものとは異なる。すべての医師が小児

救急を理解し、病児を重症度にしたがってトリアージできることが要求されている。 
予防接種や乳幼児健診などの健康支援、育児支援は小児診療の特色のひとつである。 
本プログラムは、将来小児医療に携わることを目指す研修医のみならず、他の分野を目指す研修医にも有意義な臨床研修

を提供し、すべての医師が小児のプライマリケアを実践できることを目標にしている。 
 
【一般目標(GIO)】 

1.小児および小児科診療の特性を経験し、基本的な診察処置等を習得する 
2.小児、成育医療を必要とする患者とその家族に対して全人的に対応する 

 
小児科研修の目標 
 
一般目標 

小児医療および小児科医の役割を理解し、プライマリケア行うために必要な基礎知識・技能・態度を修得する。 
 
１）小児の特性を学ぶ 

・小児診療においては、正常小児の成長・発達に関する知識が不可欠である。 
・病児のみならず、その保護者の心理状態に配慮する重要性を学ぶ。 

 
２）小児科診療の特性を学ぶ 

・新生児期から思春期（時に青年期）までの幅広い年齢に応じた診療の方法を学ぶ。 
・小児の診療では保護者の協力が不可欠であり、信頼関係を構築することが重要である。 
・病児の観察から病態を推察する「初期印象診断」が重要であり、その経験を蓄積する。 
・成長の段階により、薬用量、補液量、栄養所要量および検査正常値は変動する。その知識の習得、乳幼児の検査に

不可欠な鎮静法、採血や血管確保などを経験する。 
・予防接種やマススクリーニングなどの予防医学的研修を行う。 

 
３）小児期の疾患の特性 

・発達段階によって疾患内容が異なる。したがって同じ症候でも鑑別する疾患が年齢により異なることを学ぶ。 
・成人とは病態が異なることが多く、小児特有の病態を理解し、それに応じた治療計画を立てることを学ぶ。 
・成人にはない小児特有の疾患、各発達段階に特有な疾患を学ぶ。 
・新生児・早産児の生理的変動、異常状態の把握方法を学ぶ。 
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行動目標 
 

１）病児―家族―医師関係 
・病児を全人的に理解し、病児・家族と良好な人間関係を確立し、相互の了解を得る話し合いができる。 
・守秘義務を果たし、病児のプライバシーへの配慮ができる。 
・成人とは異なる子どもの不安、不満について配慮できる。 

 
２）チーム医療 

・チーム医療の構成員としての役割を理解し、幅広い職種の職員と協調して医療を実施することができる。 
・指導医や専門医・他科医に適切なコンサルテーションができる。 
・同僚医師、後輩医師への教育的配慮ができる。 

 
３）問題対応能力(problem-oriented and evidence-based medicine) 

・病児の疾患に関わる問題点を抽出し、その問題点を解決するための情報を収集し、評価して、当該病児への適応を

判断できる。 
・病態の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、一貫した診療計画の策定ができる。 
・指導医や専門医・他科医に病児の疾患の病態、問題点およびその解決法を提示でき、かつ議論を通じて適切な問題

対応ができる。 
・病児・家族の経済的・社会的問題に配慮し、関係機関の担当者と適切な対応策を構築できる。 
・当該病児の臨床経過とその対応を要約し、研究会や学会などで症例提示・討論ができる。 

 
４）安全管理 

・医療事故・院内感染対策に積極的に取り組み、安全管理の考え方、方策を身に付ける。 
・医療事故防止および事故発生後の対処について、マニュアルに沿って適切な行動ができる。 
・小児病棟に特有な感染症について院内感染対策を理解し、対応できる。 

 
５）予防医学 

・母親の育児不安・育児不満の中から「育児支援」の方法を学ぶ。 
・予防接種について学ぶ。 

 
６）救急医療 

・common disease あるいは軽微な所見から重症疾患を見逃さず、病児を重症度に基づいてトリアージする方法を学ぶ。 
・小児の救命・蘇生法について学ぶ。 

 
経験目標 

 
１．医療面接・指導 

・小児ことに乳幼児に不安をあたえず接し、コミュニケーションが取れるようになる 
・病児本人および保護者から診断に必要な情報を的確に聴取できる。 
・指導医とともに、病児本人および保護者に適切に病状を説明し、療養の指導ができる。 

 
２．診察・診断 

・身体計測、検温、心拍数、呼吸数、血圧測定ができる。 
・身体発育、精神発達、性成熟、生活状況などを評価し、年齢相当であるか否かを判断できる。 
・全身を観察し、その動作・行動、顔色、元気さ、食欲などから、正常所見と異常所見とを見極め、緊急に対処が必要

か否かを判断できる。 
・顔貌異常、栄養不良、発疹、呼吸困難、チアノーゼ、脱水症の有無を確認できる。 
・理学的診察：以下の所見を的確に記載できる。 
・頭頚部所見（結膜、外耳道・鼓膜、鼻腔・口腔、咽頭、学童以上の眼底所見） 
・胸部所見（呼気・吸気の雑音、心音・心雑音とリズムの聴診） 
・腹部所見（実質臓器および管腔臓器の聴診と触診） 
・四肢（筋、関節） 
・皮膚（発疹） 
・神経学的所見 
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・日常しばしば遭遇する重要所見について的確な診察ができ、検査および治療について計画を立てることができる。 
・発疹性疾患の鑑別ができる。 
・消化器症状を有する患児において、便の性状、腹部所見、ツルゴールなどから脱水の有無を含めた病態を評価できる。 
・呼吸器症状を有する患児において、咳の性質・頻度、呼吸困難の有無などから病態と重症度を評価できる。 
・けいれん、意識障害を有する患児において、意識レベルを評価し、大泉門の張り、髄膜刺激症状の有無を判断し、

神経学的所見の有無を的確に評価できる。 
 

３．臨床検査 
・基本的な検査については、自分で実施することができる。 
・小児特有の病態を考慮した検査結果の解釈ができる。 
・一般尿検査（尿沈査を含む） 
・便検査（潜血、虫卵） 
・血算・白血球分画（計算版の使用、白血球の形態的特徴の観察） 
・血液型判定・交差適合試験 
・血液性化学検査 
・血清免疫学的検査（炎症マーカー、ウイルス・細菌の血清学的診断、アレルギー） 
・血液ガス分析 
・染色体検査 
・細菌培養・感受性試験 
・髄液検査 
・心電図・心臓超音波検査 
・単純X 線検査、造影X 線検査 
・脳波・頭部CT スキャン・頭部MRI 
・CTスキャン・MRI 
・腹部超音波検査 
・呼吸機能検査 

 
４．基本的手技 

小児、ことに乳幼児の検査および治療の基本的な知識と手技を身に付ける。 
Ａ.必ず経験すべき項目 

・単独または指導医のもとで乳幼児を含む小児の採血、皮下注射ができる。 
・指導医のもとで新生児、乳幼児を含む小児の静脈注射・点滴静注ができる。 
・指導医のもとで輸液、輸血およびその管理ができる。 
・心電図モニター、パルスオキシメーターを装着できる。 
・単独で坐薬の投与ができる。 
・新生児の光線療法の適応を判断でき、その指示ができる。 

Ｂ.経験することが望ましい項目 
・指導医のもとで導尿ができる。 
・浣腸ができる。 
・指導医のもとで胃洗浄ができる。 
・指導医のもとで注腸・高圧浣腸ができる。 
・指導医のもとで腰椎穿刺ができる。 
・指導医のもとで新生児の臍肉芽の処置ができる。 

 
５．薬物療法 

小児に用いる薬剤の知識と使用法、小児薬用量を身に付ける。 
・体重・体表面積に基づいた薬用量の計算法を理解し、それに基づいて一般薬剤の処方箋・指示書の作成ができる。 
・異なる剤型の中から適切なものを選択し、処方箋、指示書の作成ができる。 
・乳幼児における薬剤の使用法について、看護師に指示し、保護者に説明できる。 
・病児の年齢、病態に応じて輸液療法の適応を判断でき、輸液の種類、必要量を決めることができる。 

 
６．成長・発育と小児保健に関する知識の習得 

・母乳、調整乳、離乳食の知識と指導 
・乳幼児期の体重・身長の増加と異常の発見 
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・予防接種の種類と実施方法および副反応の知識と対処 
・発育に伴う体液生理の変化と電解質、酸塩基平衡に関する知識 
・精神運動発達の評価と異常の判断 
・育児に関わる相談の受け手としての知識 
・思春期の成長、性成熟の評価 

 
７．経験すべき症候・病態・疾患 

１）一般症候 
（１）体重増加不良、哺乳力低下 
（２）発達の遅れ 
（３）発熱 
（４）脱水、浮腫 
（５）皮疹 
（６）黄疸 
（７）チアノーゼ 
（８）貧血 
（９）紫斑、出血傾向 
（１０）けいれん、意識障害 
（１１）頭痛 
（１２）耳痛 

（１３）咽頭痛、口腔内の痛み 
（１４）咳・喘鳴・呼吸困難 
（１５）頚部腫瘤、リンパ節腫脹 
（１６）鼻出血 
（１７）便秘、下痢、血便 
（１８）腹痛、嘔吐 
（１９）四肢の疼痛 
（２０）夜尿、頻尿 
（２１）肥満、やせ 
（２２）蛋白尿、血尿 
（２３）月経の異常 

 
２）頻度の高い、あるいは重要な疾患 
（Ａ:必ず経験すべき疾患、Ｂ:経験することが望ましい疾患） 

a.新生児疾患 
（１）低出生体重児（Ａ） 
（２）新生児黄疸（Ａ） 
（３）呼吸窮迫症候群（Ｂ） 

b.乳児疾患 
（１）おむつかぶれ（Ａ） 
（２）乳児湿疹（Ａ） 
（３）染色体異常症（Down症候群など）（Ａ） 

c.感染症 
（１）発疹性ウイルス感染症（いずれかを経験する）（Ａ） 

麻疹、風疹、水痘、突発性発疹、伝染性紅斑、手足口病 
（２）その他のウイルス性疾患（いずれかを経験する）（Ａ） 

流行性耳下腺炎、ヘルパンギーナ、インフルエンザ、RS ウイルス 
（３）伝染性膿痂疹（とびひ）（Ｂ） 
（４）細菌性胃腸炎（Ｂ） 
（５）急性扁桃炎、気管支炎、肺炎（Ａ） 

d.呼吸器疾患 
（１）気管支喘息（Ａ） 
（２）クループ症候群（Ｂ） 

e.消化器疾患 
（１）乳児下痢症（ウイルス性胃腸炎）（Ａ） 
（２）腸重積症（Ｂ） 
（３）虫垂炎（Ｂ） 
（４）鼠径ヘルニア（Ｂ） 

f.アレルギー疾患 
（１）アトピー性皮膚炎、蕁麻疹（Ａ） 
（２）食物アレルギー（Ｂ） 

g.神経疾患・発達障害 
（１）てんかん（Ａ） 
（２）熱性けいれん（Ａ） 
（３）髄膜炎、脳炎、脳症（Ｂ） 
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（４）精神運動発達遅滞、言葉の遅れ（Ｂ） 
（５）学習障害、注意欠陥・多動障害（Ｂ） 

h.腎疾患 
（１）尿路感染症（Ａ） 
（２）ネフローゼ症候群（Ｂ） 
（３）急性腎炎、慢性腎炎（Ｂ） 
（４）夜尿症（Ｂ） 

i.循環器疾患 
（１）心不全（Ｂ） 
（２）先天性心疾患（Ａ） 
（３）不整脈（Ｂ） 

j.リウマチ性疾患 
（１）川崎病（Ｂ） 
（２）若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス（Ｂ） 

k.血液・悪性腫瘍 
（１）貧血（Ａ） 
（２）小児がん（白血病など）（Ｂ） 
（３）血小板減少性紫斑病（Ｂ） 

l.内分泌・代謝疾患 
（１）糖尿病（Ｂ） 
（２）甲状腺機能低下症（Ｂ） 
（３）低身長、肥満（Ａ） 
（４）性腺機能不全、無月経（Ｂ） 
（５）停留精巣（Ｂ） 

m.精神保健 
（１）神経性食欲不振症、不登校（Ｂ） 
（２）被虐待児症候群（Ｂ） 
（３）育児不安（Ｂ） 

 
８．小児の救急医療 

小児に多い救急疾患の基本的知識と手技を身につける。 
（Ａ:必ず経験すべき疾患、Ｂ:経験することが望ましい疾患、Ｃ:機会があれば経験する疾患） 

・脱水症の程度を判断でき、応急処置ができる。（Ａ） 
・喘息発作の重症度を判断でき、中等症以下の病児の応急処置ができる。（Ａ） 
・けいれんの鑑別診断ができ、けいれんを止めるための応急処置ができる。（Ａ） 
・低酸素血症に対して酸素投与が適切にできる。（Ａ） 
・腸重積症を正しく診断して、適切な対応がとれる。（Ｂ） 
・虫垂炎の診断と外科へのコンサルテーションができる。（Ｂ）・気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫式心マッサージ、

静脈確保、骨髄針留置、静脈ラインの確保などの蘇生術が行える。（Ｂ） 
その他の救急疾患 

・アナフィラキシーショック（Ｂ） 
・異物誤飲、誤嚥（Ｂ） 
・来院時心肺停止症例（CPA）、乳児突然死症候群（SIDS）（Ｃ） 
・事故（溺水、転落、中毒、熱傷など）（Ａ） 
・心不全（Ｂ） 
・脳炎・脳症、髄膜炎（Ｂ） 
・急性喉頭蓋炎、クループ症候群（Ｂ） 
・急性腎不全（Ｃ） 
・ネゲレクト、被虐待児（Ｂ） 
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研修プログラム 
 

小児科の研修期間は 1-3 か月とする。受け持ち患者を持つ病棟研修（新生児室研修を含む）、外来研修および小児救急

研修で構成される。病棟研修と外来研修を完全には分離せず、外来診療から入院診療、退院後のフォローアップまでの

一連の流れを通して病児に関わり、病状の把握ができるようにする。 
回診による症例検討、抄読会を週1回ずつ行う。 
病棟研修・外来研修・小児救急研修の指導および評価は、日本小児科学会専門医があたる。 

 
単位 月 火 水 木 金 土   
午前 ○A  ○A  ○A  ○A  ○A  ○A  
午後 ○B  ○B  ○B  ○B  ○B  

（夜間  研修期間を通して小児救急を行う） 

○A ：病棟・外来 
○B ：病棟・専門外来（乳幼児健診、予防接種外来、および専門外来） 
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 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） 
院内グランドカンファレンス、CPCへの参加 
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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   

17:30    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。  
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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橋本 ちひろ 
2008 年、筑波大学医学専門学群卒業。 
日本内科学会認定内科医 

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 

⑤青島 朋裕 
2005 年、横浜市立大学医学部卒業。 
日本内科学会総合内科専門医、JMECCプロバイダー、臨床研修指導医 
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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。 

 

３．研修期間 

２年間の研修期間中、最初の１年のうち、２０週を一般内科および消化器内科で内科の初期研修を行う。この時期には

プライマリ・ケアを中心とした内科的な診療を研修する。また並行して救急診療を指導医のもとで学ぶ。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。 

 

４．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。 
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＜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 

・一般検査（血算、血液生化学、血清学的検査、尿検査） 

・動脈血腋ガス分析の解釈 

・細菌学的検査（グラム染色、血液培養） 

・心電図 

・単純Ｘ線検査 

・超音波検査 

・ＣＴ検査 

・呼吸機能検査 

 

(4)基本的手技 

・BLS 

・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 

・注射（皮内、皮下、筋肉、静脈） 

・採血（静脈、動脈） 

・血管確保（静脈、中心静脈） 

・穿刺法（腹腔、胸腔） 

・導尿 

・胃管の挿入 

 

(5)基本的治療法 

・薬物の作用、副作用、相互作用の理解 

・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 

・基本的輸液療法（是正輸液、維持輸液） 

・輸血（成分輸血を含む）による効果、副作用の理解、実施 
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(6)医療記録 

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) 処方箋・指示箋を作成・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できる 

4) CPCレポートを作成し、症例呈示できる 

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) 入退院の適応を判断できる 

2) 診療計画の作成 

 

(8)EBMの考え方の理解と応用 

1) 個々の患者から始まる問題点を認識・抽出できる 

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) 二次資料などをもちいて疑問点を解決できる 

4) 得られた情報を患者に応用できる 

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。 
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 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。 

また、上級医の指導の下で、随時救急外来の診療も経験する。 

 

２．研修期間 

1) 研修期間 ８週 

→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）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）Tumor Board(木；8：00～9：00) 

（4）Mortality & Morbidity conference(金；8：00～9：00) 

（5）外科検討会(土；8：00～9：00) 

 
３．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-３ 

(5) 基本的な治療法 表Ａ-４ 

(6) 医療記録 表Ａ-５ 

(7) 診療計画 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  
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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 
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 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）  
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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   
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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）   
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7. 消化器系疾患 

  到達度 備考 

 食道・胃・十二指腸疾   

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   
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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     

 
４．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、熱意があればいろいろなことができる。 

内科当直の先生と行動を共にして内科救急を診るのも良い。 

・“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” 
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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。 
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５．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) Pre-op 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-op 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。 
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 けいゆう病院  

（内科） 

 

Ⅰ．一般目標 

臨床医学の基礎である内科臨床を経験し、将来の専門性にかかわらずオールラウンドで幅広い臨床能力を身に付けると

ともに、患者にやさしい医療とは何かを知る。 

 

Ⅱ．行動目標 

１）適切な問診による情報の収集と取捨選択ができる 

２）幅広い診察技術と診断能力を身に付ける 

３）ＥＢＭに基づく治療計画の立案と実行ができる 

４）全ての臨床行為を患者および関係者が理解できるように説明できる 

５）予防医学的指導ができ、患者の持つ社会的問題を理解し対応できる 

６）医療における安全管理の重要性を理解し、安全確認を実行できる 

７）各種の医療記録の作成が適切に行える 

８）症例検討会における呈示と討論ができる 

＊具体的な到達目標については、厚生労働省の示す臨床研修到達目標に準拠する 

 

Ⅲ．研修期間 

研修 1 年目の基本研修科目として 24 週 

研修 2 年目の選択期間での内科再研修可能 

 

Ⅳ．指導医氏名 

循 環 器 永 見  圭 一、菅野 康夫、千葉 圭二郎、田野﨑 翔、渡邉 心翼、扇野 泰行 

呼 吸 器 藤 田  浩 文、塩見 哲也、加 行  淳 子、橋口 水葉 

消 化 器 岡 沢  啓、中 下  学、伊 藤  高 章、香川 幸一、田中 優作 

神 経 小 堺  有 史、玉井 伸明 

 腎   松 田  洋 人、原  義 和 

血 液 陳  建 綱 

糖尿病･代謝 三 浦  雅 憲、城  理 絵、竹 本  潤 哉 

緩 和 ケ ア 高橋 みなみ 

感 染 症 関  由 喜 

 

Ⅴ．研修方法及び経験目標 

研修方法 

１）内科を次の３グループとし、各２ヶ月の研修を行なう。 

Ａ 循環器・腎・糖尿病代謝 

Ｂ 消化器・神 経 

Ｃ 呼吸器・血液 

２） 各グループの指導医のもとで研修受持医として研修する。各グループの指導医は、研修目標項目を達成できるよう、

研修の進行状況を頻回にチェックし研修医の受持患者や週間スケジュールを調整する。 

３） 指導医に加え､各初期研修医には協力専修医が指名される。 

４） 内科系当直医の指導のもとで当直の研修を行う。 

 

研修の基本ルール 

１）研修の初日に､指導医、協力専修医とともに週間スケジュールを決定する。採血、点滴の実習､心電図の診断は

スケジュール外での必修となる。 

２）指導医のもとで数人 の入院患者の受持医となる。（受持ちとなった患者には､指導医とともに挨拶する。） 

３）毎朝、受持患者全員を必ず回診し、指導医に患者の状態を報告して指示を受ける。 

４）患者の病状が変化したときは､すぐに診察し指導医に報告し指示を受ける。新入院患者については、速やかに診察、

問題点を整理し､指導医とともに診療 方針を決定し診療録に記載する。診療録、オーダー簿、伝票など記載したときは

必ず署名をする。また、受持患者が退院した場合は、一週間以内に病歴総括を作成し、指導医の検閲を受ける。 
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５）病棟のルールや検査、処置、投薬等の方法でわからないことがある場合は、必ず指導医もしくは、協力専修医および

指導医とともに行なう。 

６）内科特診の実習は協力専修医および指導医とともに行なう。 

７）カンファレンスは、研修の内容についての意見交換の場であり必ず出席する。 

８）症例カンファレンスでは、受持ちとなった入院患者や問題症例の症例呈示を行なうので、準備をして必ず出席する。 

９）内科部長回診、消化器内科部長回診があるので必ず参加する。回診の前日には、受持ち患者の問題点を整理し、

診療録に記載しておくことが望ましい。 

10）病院の安全管理マニュアル、院内感染防止マニュアル、インフォームド・コンセント指針の内容を良く理解し実践する。 

 

経験目標 

１）基本的な身体診察法 

意識レベルとバイタルサインの把握、精神状態、身体各部の診察、神経学的診察 

２）基本的な手技 

気道確保（気管内挿管・人工呼吸）、 胸骨圧迫 、 除細動 、 静脈確保・中心静脈確保 

採血法（静脈採血、動脈採血、血液培養採血）、 穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔） 

注射法（皮内、皮下、筋肉）、 胃管の挿入と管理 、 各種ドレーン・チューブ類の管理 

３）基本的検査 

血液型判定・交差適合試験、 心電図（ 12 誘導） 、 動脈血ガス分析 、 超音波検査 、 血算、血液生化学検査、 

血液免疫血清学的検査、尿検査（沈渣）、便検査、 細菌学的検査 、髄液検査、 内視鏡検査 、 単純Ｘ線検査・ 

造影Ｘ線検査 、 ＣＴ・ＭＲＩ検査 、呼吸機能検査、 核医学検査 、 神経生理学的検査 

４）医療記録 

診療録・ 退院時サマリーの記録 、 処方箋の作成 、 診断書 ・ 死亡診断書 ・ 各種証明書の作成と管理、 紹介状

および紹介状の返信の作成 、 ＣＰＣレポートの作成と症例呈示 

５）内科領域での緊急を要する症状・病態する症状・病態 

心肺停止、 ショック 、 意識障害 、 急性呼吸不全 、 急性心不全 、 急性冠症候群 、 急性腹症 

急性消化管出血（吐血、下血、血便 、 脳血管障害 、 けいれん発作 、 急性腎不全 

急性感染症（敗血症）、 急性中毒 

６）内科領域で頻度の高い症状 

発熱、体重減少・増加 、全身倦怠感 、腹痛 、嘔気・嘔吐 、食欲不振 、便通異常（下痢・便秘）、黄疸 、胸痛 、 

咳・痰 、動悸 、呼吸困難 、頭痛 、失神 、四肢のしびれ 、血尿 、浮腫 、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・

筋力低下、興奮・せん妄、抑うつ、めまい、発疹、排尿障害 

７）内科領域で経験が求められる疾患・病態 

循環器系疾患 

心不全、狭心症・心筋梗塞 、心筋症 、不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈） 

弁膜症（増帽弁膜症、大動脈弁膜症）、動脈疾患（大動脈瘤、動脈硬化症瘤） 

静脈・リンパ系疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫）、高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 

呼吸器疾患 

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（自然気胸、

胸膜炎）、肺癌 喀血 

消化器系疾患 

食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、食道癌、胃癌、消化性潰瘍、胃炎）、小腸・大腸疾患（イレウス、急性

虫垂炎、痔核・痔瘻、大腸癌 、胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎、胆嚢癌、胆管癌）、肝疾患（急性・

慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、薬剤性肝障害）、膵臓疾患（急性・慢性膵炎、膵癌） 、横隔膜・

腹膜・腹壁（腹膜炎、ヘルニア） 

神経疾患 

脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）、認知症 、もの忘 れ、変性疾患（パーキンソン病）、

脳炎・髄膜炎、視力障害 

腎疾患 

腎不全（急性・慢性腎不全、透析）、腎盂腎炎・原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ

症候群）、 全身疾患による腎障害（糖尿病性腎症）、尿路結石、尿路感染症 
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内分泌・栄養・代謝系疾患 

視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）、甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）、副腎不全 、

糖代謝異常（糖尿病、糖尿病合併症、低血糖）、高脂血症、蛋白・核酸代謝異常（高尿酸血症） 

血液・造血器・リンパ網内系疾患 

貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血）、白血病 、悪性リンパ腫 、出血傾向・紫斑病（ＤＩＣ） 

免疫・アレルギー疾患 

全身性エリテマトーデスとその合併症、関節リウマチ、アレルギー疾患（アナフィラキシー） 

感染症 

ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、ムンプス）、結核 、真菌感染症（カンジダ症）、

寄生虫疾患 

 

週間スケジュール 

研修医の週間スケジュールはグループごとに異なるが下記のカンファレンスは共通である。 

毎週月曜日 夕方 血液内科カンファレンス 

毎週火曜日 夕方 内科・外科･放射線科合同カンファレンス 

 消化器カンファレンス 

 糖尿病カンファレンス 

 夕方 循環器 心カテ カンファレンス 

毎週木曜日 夕方 呼吸器カンファレンス 

毎週金曜日 午後 透析カンファレンス 

 夕方 新入院カンファレンス 

 

循環器（週間スケジュール例） 

午前 月 火 水 木 金 
指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

指導医 

内科部長回診 

指導医 

病棟回診 

病棟 病棟 病棟 RI・病棟 病棟 

午後 病棟 

 

 

病棟 

心カテ 

心電図 

心エコー 

心カテ 

気管支鏡 

病棟 

トレッドミル 

 

 

 

内科・外科・放

射線科合同カン

ファレンス 

循環器(心カテ)

カンファレンス 

 新入院患者カン

ファレンス 

 

 
消化器（週間スケジュール例） 

午前 月 火 水 木 金 
指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

指導医 

病棟回診 

胃内視鏡 病棟 
消化器内科部長

回診 

病棟 病棟 MDL 
Be enema 

午後 大腸鏡 
ERCP 

大腸鏡 
ERCP 

大腸鏡 
ERCP 

大腸鏡 
ERCP 

大腸鏡 
ERCP 

 
 
 

消化器カンファ

レンス 
内科・外科・放

射線科合同カン

ファレンス 

  新入院患者カン

ファレンス 

 

 
Ⅵ．評価 

２ヶ月の内科各グループローテイト終了時に、研修医の自己評価、指導医による研修の評価を行う。 
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 けいゆう病院  

（外科） 

 

Ⅰ．一般目標 
プライマリ・ケアの基本的な診療に必要な一般消化器・内分泌・血管・呼吸器外科の基礎的知識・技能・態度を習得

することを目的とする。 
 
Ⅱ．行動目標 

１）適切に検査を選択・指示し、その結果を解釈し外科適応、治療方法の確立ができる。 
２ 外科的診療 

 
Ⅲ．経験目標 

〇印は指導医の監督下に術者として経験することを目標とする。 
１）外科的診断検査法 

① 単純Ｘ線検査（肺、腹部） 
② 上部消化管造影Ｘ線検査（食道・胃・十二指腸） 
③ 下部消化管造影Ｘ線検査（注腸） 
４ ＰＴＣＤ・ＰＴＧＢＤ 
⑤ 造影Ｘ線検査（ろう孔造 影） 
６ 下肢静脈造影 
７ 血管造影 
⑧ 超音波検査（腹部・乳腺・甲状腺・四肢） 
⑨ 上部消化管内視鏡検査（食道・胃・十二指腸） 
⑩ 肛門鏡検査 
⑪ ロマノスコピー 
12 下部内視鏡検査（大腸） 
13 ＥＲＣＰ 
14 気管支内視鏡 
15 ＣＴ検査（胸部・腹部） 
16 ＭＲＩ検査（胸部・腹部） 

２）外科的な基本的治療法 
適応を決定し、実行できる。 
① 薬剤の処方 
② 輸液 
③ 輸血・血液製剤の使用 
④ 滅菌操作・消毒・感染症管理 
⑤ 抗生物質の適切な使用 
⑥ 抗腫瘍化学療法の使用と使用時の管理 
⑦ 気道確保（気管切開・気管内挿管・トラヘルパー挿入） 
⑧ レスピレーターによる呼吸管理 
⑨ 周術期の循環動態管理 
⑩ 中心静脈栄養法（鎖骨下静脈穿刺を含む） 
⑪ 経管・経腸栄養法 
⑫ Informed Consent and Decision 

３）外科的基本手技外科手術 
① 外傷・熱傷の処置 
② 穿刺法（胸腔・腹腔など） 
③ ドレーン、チューブ類の挿入と管理 
④ 胃管の挿入と管理 
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４）外科手術 
・指導医の監督下に術者として経験するもの。 

① 気管切開 
② 創縫合 
③ 皮下腫瘍摘出・リンパ節生検 
④ 虫垂切除 
⑤ ヘルニア根本手術 

・指導医の監督下に助手として経験するもの。 
６ 胆嚢 摘出術 
７ 小腸切除 
８ 胃切除 
９ 結腸切除 
10 乳腺切除 
11 その他 

５）末期医療 
１ 除痛対策・緩和医療 
２ 精神的ケア 
３ 麻薬の取り扱い 

６）その他 
〇印は指導医の監督下に演者として経験することを目標とする。 
１ 医療保険制度の理解 
２ 剖検 
③ 抄読会・カンファレンス・ＣＰＣへの参加 
④ 学会発表 

 
Ⅳ．研修期間 

12 週 
なお、研修医の希望がある場合は、選択期間で再研修できる。 

 
Ⅴ．指導医氏名 

松本 秀年、嶋田 昌彦、関 博章、坂田 道生、西 知彦、松田 睦史 
 
Ⅵ．研修方法・内容 

外科研修週間予定 
曜日 

時間 月 火 水 木 金 土 

7：45 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

9：00  検査Ａ・Ｂ   外来 
 
検査Ａ・Ｂ 

検査Ａ・Ｂ 

9：30 手術 手術 手術 

13：00 

13：30 症例カンファレンス 
部長回診 

検査Ｂ・Ｃ 

15：00 検査Ｂ・Ｃ 

17：30  放射線科・内科・外科 
合同カンファレンス 

    

19：00  外科抄読会 
外科連絡会 

    

20：00 
検査Ａ：胃透視、注腸、上部消化管内視鏡検査、造影検査 
検査Ｂ：外来手術（乳腺腫瘍摘出、リンパ節生等） 
検査Ｃ：下部消化管内視鏡検査、 PTCD 、 PTGBD 、 ERCP 、 PEG 、造影検査 
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外 科 臨 床 研 修 評 価 表 

 

研修医氏名：                         

 

Ⅰ．一般目標 

１）基本的な診療に必要な知識、                       （   ） 

技能、                       （   ） 

態度を身につける。                 （   ） 

２）外傷または緊急患者に関する初期診療の能力。               （   ） 

３）末期患者に対し人間的、心理的理解にたっての治療、管理能力。       （   ） 

４）患者、家族との人間関係。                        （   ） 

５）患者の問題を全人的にとらえ、解決し、説明・指導する能力。        （   ） 

６）チーム医療における他の医療メンバーとの協調性。             （   ） 

７）指導医、他科、他施設に委ねるべきかを判断し、必要な書類を 

添えて紹介・転送できる能力。                      （   ） 

８）医療評価のできる診療録を作成する能力。                 （   ） 

９）臨床における思考力、判断力、創造力を培い、自己評価し第三者の 

評価を受け入れ、フィードバックする態度。                （   ） 

 

Ⅱ．具体的目標 

１）基本的診療 

① アナムネーゼ、現症等正確に把握し、記載できる。             （   ） 

２）基本的検査法 

① 血液、尿、心・肺・腎機能、細菌学的、病理学的検査等を適切に 

選択・指示し、結果を解釈できる。                    （   ） 

② 下記の検査を適切に選択・指示、場合によっては実施し、その結果を解釈し外科適応、 

治療の組立ができる。 

・単純Ｘ線検査                              （   ） 

・造影Ｘ線検査                              （   ） 

・超音波検査                               （   ） 

・内視鏡検査                               （   ） 

・ＣＴ検査                                （   ） 

３）基本的治療法（下記の項目の適応を決定、実施できる） 

① 採血、注射法                              （   ） 

② 中心静脈カテーテル挿入                         （   ） 

③ 穿刺法（胸腔、腹腔など）                        （   ） 

④ 導尿法                                 （   ） 

⑤ 気管切開                                （   ） 

⑥ 胃管、イレウス管の挿入と管理                      （   ） 

⑦ 麻酔法（局所麻酔、腰椎麻酔）                      （   ） 
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４）外科的手技 

術者として 助手として 

①甲状腺 核出術     例    例（   ） 

葉切除     例    例（   ） 

②肺・縦隔疾患     例    例（   ） 

③乳腺 腫瘤摘出手術     例    例（   ） 

郭清を伴う切除術―乳房全切除術     例    例（   ） 

乳房部分切除術     例    例（   ） 

④虫垂切除術     例    例（   ） 

⑤胆嚢摘出術（開腹）     例    例（   ） 

（腹腔鏡下）     例    例（   ） 

胆管切開術     例    例（   ） 

胆道再建手術     例    例（   ） 

⑥胃切除術     例    例（   ） 

胃切除術＋郭清     例    例（   ） 

⑦イレウス解除術     例    例（   ） 

胃・腸瘻造設術     例    例（   ） 

人工肛門造設術     例    例（   ） 

消化管吻合術     例    例（   ） 

腸切除術     例    例（   ） 

⑧結腸切除術＋郭清     例    例（   ） 

直腸切除（切断）術＋郭清     例    例（   ） 

⑨痔核手術     例    例（   ） 

痔瘻手術     例    例（   ） 

⑩ヘルニア根治手術     例    例（   ） 

小児ヘルニア根治手術     例    例（   ） 

⑪下肢静脈瘤手術     例    例（   ） 

 

その他、食道、肝臓、膵臓、脾臓などの上記以外の症例について術者、助手の経験についても

手術別に術者経験数、助手経験数を記載する。 

 

令和   年   月   日 

 

評価指導医：             

 

＊Ａ：習得した    Ｂ：ほぼ習得した    Ｃ：目標に達しない 
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 けいゆう病院  
（小児科） 
 

Ⅰ．研修目標 
１）一般目標 

指導医のもとで、小児科の主要な疾患の診断、治療を経験する｡ 
 
２）経験、到達目標 
（１）外来と病棟で、以下の疾患の診断、治療を経験する。 

a.小児けいれん性疾患 
b.小児ウイルス感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ） 
c.小児細菌感染症 
d.小児喘息 
e.先天性心疾患 
f.アレルギー疾患 

（２）外来では 
a.小児の予防 接種を見学し、予防接種についての知識を修める｡ 
b.健診、育児相談を見学し、小児の成長発達の知識を修める｡ 

（３）小児科の主要な疾患の入院患者（気管支炎、胃腸炎、喘息）の、診断、治療を経験する。 
その中で、 
a.小児のレントゲン写真の基本的な読影。 
b.小児の末梢血、生化学検査の正常値を知る｡ 

（４）指導医とともに、小児救急患者の診察を行う｡小児救急の基本的知識を習得する｡ 
 

Ⅱ．行動目標 
１．小児の特異性と成人との違いを学ぶ。 
２．小児の発達、成長について基本的な理解を得る。 
３．小児の疾患における年齢 的な特徴について学ぶ。 
４．小児医療、小児救急の問題点について理解する。 
 

Ⅲ．研修期間 
2 年度 12 週 
研修医の希望により選択科目として再研修可能 
 

Ⅳ．指導医氏名 
津村 由紀、田口 暢彦 
 

Ⅴ．研修計画 
１）指導医の指導の元に、外来、入院患者の診療にあたる。 
 
２）１週間のスケジュール１週間のスケジュール 

月曜日 午前 10時から一般外来見学 

 午前 予防接種外来見学 

火曜日 午前 病棟 

 午後 心臓外来見学、アレルギー外来見学 

水曜日 午前 10時から一般外来見学 

 午後 育児相談見学、予防接種外来見学 

木曜日 午前 病棟 

 午後 神経外来見学 

金曜日 午前 10時から一般外来見学時 

 午後 1ヶ月健診見学 

土曜日 午前 10時から一般外来見学 

 

 
３）カンファレンスカンファレンス 

毎週月曜日、カンファレンスにおいて経験した症例について発表する｡  
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 けいゆう病院  
（産婦人科） 

 
Ⅰ．研修目標 

１）一般目標 
産婦人科の診療を行う上で必要な基本的知識と技術の習得を目的とし、分娩や手術を含めた臨床経験を重視し研修を行う。 
短期間での実習であることから、他科に進路を選択しても応用できる症例を中心に診療に携わるよう心掛ける。 
 

２）行動目標 
Ａ．産科領域 

以下の内容について述べることができる。 
１．妊娠の診断法と予定日決定の方法 
２．妊娠中、検査（Ｘ線検査を含む）と薬物が児に及ぼす影響 
３．悪阻（つわり）や切迫早産の原因や診断、治療法 
４．前置胎盤と常位胎盤早期剥離の診断と治療法 
５．帝王切開の適応、手術の方法 
６．経膣分娩の際の児の介助と新生児の初期処置 
７．会陰切開とその縫合 
８．授乳のメカニズム 

Ｂ．婦人科領域 
以下の内容について述べることができる。 
１．子宮がん検査の種類とその評価 
２．ＣＴ、ＭＲＩ検査と画像診断 
３．下腹痛に関する検査の進め方 
４．骨盤内炎症性疾患の診断と治療 
５．更年期の症状および精神疾患を中心とした他科疾患との鑑別 

 
Ⅱ．研修期間 

研修 2 年度の ４週 を必修とする。希望により選択科目として延長や再 研修は可とする。 
 

Ⅲ．指導医氏名 
荒瀬 透、持丸 佳之、馬場 征一、末永 香織里、阿部 靖子、上山 怜、松尾 若菜、佐藤 洋一 
 

Ⅳ．研修計画 
月、木 ： 朝 8 時 30 分に回診あり。 7 階病棟に集合。 
月、水、木、土 ： 外来、病棟、分娩室の見学。 
火、金 ： 手術日。 手術室の見学・実習も行う。 
※そのほか、水曜夕方の胎児心拍モニタリング勉強会をはじめ定期・不定期に勉強会の開催があれば出席すること。 
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 けいゆう病院  
（麻酔科） 

 
Ⅰ．一般目標 

１）気道確保、気管挿管、血管確保などの基本的手技について、麻酔管理を通じて修得する。 
２）周術期（術前、術中、術後）の麻酔管理を通じて、急性期の呼吸、循環、代謝等の患者管理を理解する。 

 
Ⅱ．行動目標 

〔術前準備〕 
１）麻酔器ならびに必要麻酔器具の原理と使い方を理解し、準備、点検ができる。 
２）各種患者モニターの取り扱い・準備と測定結果の解釈ができる。 

〔術中管理〕 
１）血管確保、気道確保、気管挿管について適応、方法、合併症およびその対処法を理解し、実施できる。 
２）静脈麻酔薬、吸入麻酔薬、筋弛緩薬の 薬理を理解し、実際の全身麻酔管理に使用することができる。 
３）麻酔記録を正確に記載することができる。 
４）術中バイタルサインやモニターの値、術中検査値（動脈血ガス etc ）の意味を理解し、実際の麻酔管理に役立てる

ことができる。 
５）術中輸液管理を、正確な知識に基づいて行うことができる。 
６）周術期に使用される昇圧薬、降圧薬、カテコラミン、血管拡張薬などの薬理学的知識を修得し、実際に患者管理に

役立てることができる。 
７）中心静脈穿刺、動脈カニュレーションなどの侵襲的手技の適応、方法、合併症を理解する。また中心静脈圧測定

および観血的動脈圧測定を行うことができ、その結果を患者管理に応用できる。管理に応用できる。 
８）麻酔終了後、患者を観察し、手術室からの退室基準を満たすかどうか判断できる。 

〔その他〕 
１）抄読会や研究会、学会報告など機会があれば積極的に参加する。 
２）救急蘇生法についても理解を深め、実際にBLS を実施できる様にする。 
３）ICU入室患者の呼吸管理を理解する（人工呼吸器の使用方法、肺理学療法 etc） 

 
Ⅲ．経験目標 

１）第一週 
（１）麻酔器や気管チューブ、静脈麻酔薬等全身麻酔に使用する機具や薬剤の準備を学ぶ。 
（２）実際の麻酔管理を見学し、その流れを理解する。 

２）第二週、三週 
（１）産婦人科、耳鼻科、整形外科、外科（開腹手術を除く）等の合併症のない予定手術患者において点滴、モニタリング、

気管挿管等の全身麻酔における基本的手技を学ぶ。 
（２）上記患者において、吸入麻酔薬による麻酔の維持について学ぶ（気化器の操作ベンチレーターの設定 etc） 

３）第四週 
（１）外科開腹患者（上腹部も含む）において、開腹の合併症、筋弛緩剤の投与方法、筋弛緩の程度の把握、および

筋弛緩のリバースの方法と時期などについて学ぶ。 
 

Ⅳ．研修期間 
12 週 
研修医の希望により、研修期間を延長できる。 
 

Ⅴ．指導医氏名 
久保 アイリーン尚美、大越 有一、星野 有美、 楯 亜紀、 池上 まりあ、高橋 祐生、安藤 亜希、松谷 真理子、 
田島 朋幸、石井 智子、 西櫻 量、永本 盛嗣、花井 紗弥子、藤木 翔太 
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 けいゆう病院  
（整形外科） 

 
Ⅰ．一般目標 

整形外科の基本的診療に必要な知識、技術、態度を習得する。また外傷に対応できる基本的診療能力を習得すること。 
 

Ⅱ．行動目標 
１）外来研修 

基礎実習後指導医とともに再診外来を担当し、診断の進め方、外来処置（ギプス、関節注射、硬膜外注射、各種固定法、

縫合法など）を習得する。またレントゲン、ＣＴ、ＭＲＩなどの画像診断法を習得する。また外来小手術の基本的手法

を学ぶ。 初診外来では診察法、治療法を学ぶ。 
２）病棟研修 

主治医とともにネーベンとして付き、入院患者の診察法、包交、処置、術前術後管理を習得する。脊髄造影、神経根

ブロックなどの検査手技を習得する。 指導医のもとに小手術（腱鞘切開術、アキレス腱縫合など）を経験する。 
３）文書、書類の記録、学会発表の仕方 

 
Ⅲ．経験すべき診療法検査手技 

１）骨、関節、筋肉系の診察ができる 
２）疾患に対し適切なＸ線写真の撮影部位と方向を指示できる 
３）神経学的診察、記載ができる 
４）神経、血管、筋腱の損傷を診断できる 
５）外傷の診断、応急処置ができる 
６）関節注射、神経ブロックができる 

７）腰椎穿刺、脊髄造影、仙骨ブロックができる 
８）局所麻酔、簡単な縫合ができる 
９）各種のＸ線写真を解釈できる 
10）ＣＴ、ＭＲＩの解読ができる 
11）理学療法の重要性を理解する 
12）コルセット、 1 本杖の処方が適切にできる

 
Ⅳ．経験すべき病態 疾患 

１）骨折（手周辺の骨折 大腿骨頚部骨折） 
２）脱臼 
３）筋 靭帯損傷（アキレス腱） 
４）変形性関節症（膝 股） 
５）腱鞘炎（バネ指 デクエルバン） 

６）各種関節炎（痛風 関節リウマチ）  
７）骨髄炎 カリエス 
８）腰部椎間板ヘルニア、分離症 
９）腰部脊柱管狭窄症 
10）頸部脊椎症 

 
Ⅴ．研修期間 

12週 希望すれば延長も可能。 
 
Ⅵ．指導医氏名 

千葉 和宏、關口 治、石川 雅之、 金子 康仁、大久保 匡、西田 光宏、吉田 宏大 
 
Ⅶ．指導体制 

１）整形外科部長の監督のもと医長・医員に、研修医はman to man で直接指導を受ける。さらに治療方針等については

クリニカルカンファレンスや主治医と患者および家族との話し合いに参加し、治療方針を学ぶ。毎朝のカンファレンス

と週一回の部長回診に参加する。 
２）週間予定 

 
  

 午前 午後 
月 病棟 手術 
火 外来 検査 
水 外来 手術 
木 手術 手術 
金 病棟 検査 
土 病棟(股関節外来)  
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 けいゆう病院  
（皮膚科） 

 
Ⅰ．一般目標 

２年間の初期研修中に、皮膚科での研修を希望する研修医が、１～２ヶ月間で皮膚科全般にわたる基礎知識を習得する

ことを目的とする。 
 
Ⅱ．指導医氏名 

河原 由恵、太田 志野 
Ⅲ．研修期間 
4週～8週研修医の希望により延長可能。 

Ⅳ．行動目標 
１）診療計画を立て、基本的行動、治療ができる 
２）適切な問題対応能力を持つ 
３）患者・家族と医師との関係を正しく築くことができる 
４）医療現場における安全管理ができる 
５）各種医療記録の作成を適切に行なえる 

 
Ⅴ．研修内容と経験目標 

１）皮膚病理組織学（総論、各論） 
２）皮膚免疫アレルギー学（湿疹、皮膚炎、蕁麻疹、自己免疫性水疱症など） 
３）皮膚真菌学（白癬、皮膚カンジダ症、など） 
４）皮膚細菌学（ 癤 、蜂窩織炎、など） 
５）皮膚科的検査法 
６）外用療法 
７）内服療法 
８）皮膚外科療法 
９）皮膚科救急療法 
10）熱傷の治療 
11）プライ マリーケア 
12）患者への説明（インフォームドコンセント） 
これらを日常診療の中で実地に指導を受け、研修する。８割以上の知識の習得を目標とする。 

 
Ⅵ．勤務時間 

原則としてけいゆう病院の勤務時間内とするが、病棟勤務ではその限りではなく、患者の容態により延長されることも

ある。またカンファレンス等により延長される場合もある。 
Ⅶ．標準的な週間スケジュール 
      8   9  10  11  12   1   2   3   4   5   6    

月   病棟 又は 外来  特殊外来→外来手術→病棟  

火  病棟 又は 外来  特殊外来→外来手術→病棟  

水  病棟 又は 外来  特殊外来→外来手術→病棟 
臨床写真 
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

木  病棟 又は 外来  中央手術室→病棟  

金  病棟 又は 外来  特殊外来→外来手術→病棟  

土  病棟 又は 外来    

 
Ⅷ．指導体制 

外来においては、初診診察医および再診診察医により指導を受け、部長により統括される。病棟においては、処置

当番医の指導を受ける。 
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 けいゆう病院  
（泌尿器科） 
 

Ⅰ．一般目標 
全研修期間を通して行なう医師として必要な基本姿勢、態度の修得を継続しながら、日常診療で頻繁に遭遇する泌尿器科

疾患に適切に対応できるよう、基本的診断能力を身につける。 
 
Ⅱ．行動目標 

１）患者・家族と医師との関係を正しく築くことができる 
２）チーム医療に参加する 
３）医療現場における安全管理ができる 
４）適切な問題対応能力を持つ 
５）検査を含めた医療計画を立て、基本的治療ができる 

 
Ⅲ．経験目標 

以下のⅠ～Ⅲを経験し、Ⅳに記載したレポートを提出する。 
１）経験すべき診察法・検査・手技 

Ａ．自ら実施し、理 解する 
腹部、外陰部の診察、直腸診 
適切な尿検体の採取法 
尿定性および尿沈渣鏡検検査法 
導尿、経尿道的カテーテル留置 
経静脈的尿路造影法 

Ｂ．指導医とともに体験し理解する 
腎、膀胱、前立腺超音波検査 
尿道粘膜麻酔法 
尿道拡張法 
下部尿路内視鏡検査 
排尿機能検査 

２）経験すべき症状、病態、疾患（〇は要レポート提出症状） 
〇血尿 
〇排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

尿路結石症 
尿路感染症 
前立腺疾患 
勃起障害 
精巣腫瘍 

３）経験すべき泌尿器科的救急病態 
尿路結石による疝痛発作 
尿閉 
腎、尿道外傷 
腎後性腎不全 

４）以下の症例のいずれかにつき、入院患者を受け持ち、診断、検査、術前術後管理につきレポートを提出する。 
前立腺肥大症または膀胱腫瘍に対する経尿道的手術 
腎癌に対する根治的腎摘除術 
前立腺癌に対する根治的前立腺摘除術 
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8:30 

9:00 

 

13:00 

 

 

 

 

17:00 

 

Ⅳ．研修期間 
4週 研修医の希望により延長可能。 
 

Ⅴ．指導医氏名 
田村 高越、古内 徹、中島 史雄 
 

Ⅵ．研修方法 
指導医の指導のもとにマンツーマンでの研修を行なう。 
 
週間スケジュール 
 

  月 火 水 木 金 土 
病 棟 回 診・処 置 

入院症例 
検討 手術 手術 外来診療 ＥＳＷＬ 外来診療 

下部尿路 
内視鏡検査 手術 

前立腺 
エコー 

排尿機能 
検査 

入院症例 
検討  

症例検討会 
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 けいゆう病院  
（眼科） 
 

Ⅰ．一般目標 
眼科領域全体において基礎的知識を得る 

 
Ⅱ．行動目標 

眼科領域におけるプライマリ・ケアの基本的な診療能力を身につける。以下の検査および診療、手術を見学するあるいは

実際に自分で施行する。 
１）検査について 

①屈折検査（視力測定、検影法、レフラクトメーター）および眼鏡・コンタクトレンズ処方 
②細隙灯顕微鏡検査（隅角検査・一面鏡・三面鏡を含む） 
③眼圧検査（applanation tonometry,pnemotomonetry） 
④眼底検査（直像鏡、双眼倒像鏡、細隙灯顕微鏡による検査、眼底チャート） 
⑤眼底写真撮影および蛍光眼底造影 
⑥視野検査（定量視野、中心視野） 
⑦色覚検査 
⑧弱視斜視検査（プリズムカバーテスト、シノプトフォア）および両眼視機能検査 
⑨電気生理学的検査（ERG 、VEP） 
⑩超音波検査 

２）手術について 
Ａ 前眼部手術 

①眼瞼（裂傷、霰粒腫、麦粒腫、マイボーム氏腺梗塞等） 
②内反症、眼瞼下垂等 
③結膜（異物、化学外傷等） 
④角膜（異物、化学外傷等） 
⑤翼状片 
⑥涙器、涙道疾患 
⑦斜視 

Ｂ 内眼手術 
①白内障 
②緑内障 
③網膜剥離 
④硝子体疾患 

３）その他の患者の見学 
①レーザー治療（アルゴンレーザー、YAG レーザー、 SLT 等） 
②光線力学療法 
③角膜潰瘍 
④ブドウ膜炎 
⑤視神経炎 
⑥眼窩蜂窩織炎 
⑦網膜動静脈閉塞症 
⑧緑内障日内変動 

４）その他の活動その他の活動 
カンファレンスや勉強会などは機会があれば積極的に参加する 
 

Ⅲ．経験期間 
4週 希望によっては研修期間を延長できる。 
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Ⅳ．指導医氏名 

鈴木 浩太郎、窪野 裕久、山下 和哉、永本 崇 

 

Ⅶ．研修計画 
第１週 

１．精密細隙灯、アプラネーション、直像鏡、双眼倒像鏡などの基本的な使い方を学ぶ 
２．感染性の強い疾患の管理を学ぶ 
３．視覚障害者の介助の方法を学ぶ 
４．手術の見学を行う 

第２週、第３週、第４週 
１．入院患者等の診察を行い基本的な疾患に対する考え方を学ぶ 
２．顕微鏡下での手術操作を見学、体験する 
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 けいゆう病院  
（耳鼻咽喉科） 

 
Ⅰ．一般目標 

初期臨床研修において、耳鼻咽喉科領域で必要なプライマリ・ケアの基本的な診療能力を身に付ける。 
 
Ⅱ．行動目標 

耳鼻咽喉科の外来、病棟および手術室にて、耳鼻咽喉科医として必要な基本的な診療法、検査法、治療法を学ぶ。１）

検査について 
 
Ⅲ．経験目標 

Ａ．経験すべき診察法・検査・手技 
１） 耳鏡検査 
２） 鼻鏡検査 
３） 間接喉頭鏡検査 
４） 聴力検査：純音聴力検査、チンパノメトリー 
５） 簡易平衡機能検査 
６） 鼻出血の止血処置 

Ｂ．経験すべき症状・疾患 
１） 急性中耳炎、慢性中耳炎 
２） 突発性難聴、メニエール病、内耳性眩暈 
３） 急性副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎 
４） 鼻出血 
５） アレルギー性鼻炎 
６） 急性扁桃炎、慢性 扁桃炎 
７） 耳、鼻、咽頭、喉頭、食道異物 

Ｃ．経験すべき手術法 
１） 中耳換気チューブ留置術 
２） 鼓膜形成術 
３） 内視鏡下副鼻腔手術 
４） 気管切開術 

 

Ⅳ．研修期間 

12週 

 

Ⅴ．指導医氏名 
山田 浩之、島貫 茉莉江 

 
Ⅵ．研修計画 

外来、病棟、手術室において指導医の指導の元に、担当医とともに外来と入院患者の診療にあたる 
 月 火 水 木 金 土 

午前 手 術 外来 
病棟 

外来 
病棟 

外来 
病棟 手 術 外来病棟 

午後 手 術 特殊外来 特殊外来 
検査 

特殊外来 
検査 手 術  

毎週火曜日 午後 4 時 30 分より術前カンファレンス 
毎週水曜日 病棟回診 
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 けいゆう病院  
（放射線科） 
 

Ⅰ．一般目標 
プライマリ・ケアー医の研修養成過程で、放射線科を研修希望するものを対象として、放射線医学の基本となる考え方、

臨床技術などの最低限の基礎研修を目的とする。 
 

Ⅱ．行動目標 
医療チームの構成員として、他科の医師、医療における他の職種のメンバーと良好な人間関係に努め、患者の種々の

問題に対する能力を身に付ける。 
また、安全な医療の遂行のための対策を身に付け、社会への貢献を目標とする。 
 

Ⅲ．経験目標 
１）放射線診断 

１．CT 検査、 MRI 検査、超音波検査の手技習得と読影 
CT、 MRI 、超音波検査から見た解剖の理解 
基本的手技の習得（ＣＴ、超音波ガイド下生検を含む） 
基本的疾患および救急疾患の診断 

２．血管造影検査（IVR を含む）の基本手技習得と読影 
血管解剖の理解 
血管造影検査の手技の見学及び参加 
血管造影検査、IVR の適応と基本的疾患の理解 

３．造影検査の基本的手技習得と読影 
消化管造影検査の見学と基本的事項の理解 
尿路造影、胆道造影検査の適応と造影方法の理解 

２）核医学 
核医学検査の原理、適応の理解と読影 

３）放射線治療 
放射線治療の原理、適応、副作用の理解 

４）放射線防護、安全管理体制、事故時の対応 

 

Ⅳ．研修期間 

8週 研修医の希望により短縮又は延長可能 

 

Ⅴ．指導医氏名 
指導医氏名：鈴木孝司、片山通章、齋藤一浩、三上和歌子 
指導医による直接指導を基本とする（検査手技の取得、読影、レポート作成指導） 
 

Ⅵ．研修方法、研修スケジュール 
指導医の業務スケジュールに同行し、マンツーマンの指導を受ける。定期的教育関連行事への参加も研修範囲とする。 

けいゆう病院内科、外科、放射線科カンファレンス（毎週火曜日 17 時 30 分から） 
けいゆう病院放射線科 Review カンファレンス（毎月第 4 月曜日） 
MM21画像懇話会（毎月第 1 月曜日 17 時 30 分から） 
東海道画像診断懇話会（年 2 回） 
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 諏訪中央病院  
内科（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）。 
⑤ ＥＢＭ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。 
⑧ common 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。 
⑩ common 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 コメディカルとともに患者の退院支援が行える。 
⑭ 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。 
⑮ 円滑なチーム医療を行うように努力する。 
⑯ インフォームドコンセントを自らが行える。 
⑰ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）を理解し患者に説明が行える。 
⑱ 他の医療機関と患者の情報交換を適切に行う。 
⑲ 患者の臨終の際には指導医の指示監督のもと、遺族への対応を行う。 
⑳ 必要時には剖検の依頼、説明を指導医の指示監督のもと遺族に対して行い、承諾が得られた際には同意書を頂く。 
 

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） 
① EPOC2 
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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 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。 

  



 

－232－ 

【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 

 

病棟 

 

病棟 

（腎透析） 

 

病棟 

上部消化管 

検査 

 

病棟 

（腎透析） 

午後 

 

病棟 

トレッドミル 

 

病棟 

筋電図 

脳波 

 

病棟 

心カテ 

（トレッドミル） 

 

病棟 

心カテ 

 

病棟 

消化管検査 

備考 
循環器 

カンファレンス 

消化器 

カンファレンス 

 

循環器 

カンファレンス 
 

内科・腎疾患 

カンファレンス 
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 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 
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【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．ＰＴＧＢＤを施行する 

４．ＰＴＣＤを見学する 

５．胸腔穿刺、胸腔ドレナージを施行する 

６．腹腔穿刺、腹腔ドレナージを施行する 

７．イレウス管挿入を施行する 

８．血液浄化療法を施行する 

９．救急蘇生法を施行する 

１０．気管内挿管を施行する 

１１．気管切開を施行する 

１２．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 
入院患者カンファ 

病棟回診 

入院患者カンファ 

病棟回診 

内科外科 

カンファレンス 

入院患者カンファ 

病棟回診 

入院患者カンファ 

病棟回診 

入院患者カンファ 

病棟回診 

8:30 

～  
12:00 

手術 

回診 

検査 

手術 

回診 

検査 

手術 

回診 

検査 

手術 

回診 

検査 

手術 

回診 

検査 

13:00 

～  
17:00 

手術・検査 

術前カンファ 
手術 手術・検査 手術・検査 手術・検査 

 

17:00 

 

術後管理 術後管理 術後管理 術後管理 術後管理 
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 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．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 

 

【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 
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【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) 
 

循環器外来 

(第2､4週) 

神経外来 

(第1､2､3､5週) 

※令和３年度より、小児科入院診療を再開するため、少人数ではあるものの入院管理も研修可能となります。 
外来診療の研修が主となります。 
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 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 
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【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 病棟 

13:00～ 

ＯＰ 

 

カンファレンス 

リハカンファレンス 

（第 2.第 4） 

ＯＰ 

 

ミニレクチャー 

（PM） 

 

ＯＰ 

ＯＰ 

 

ミニレクチャー 

（PM） 
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 平塚市民病院  
（消化器内科プログラム） 

 

【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） 

・全科共通目標 

（１）医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

① 社会的使命と公衆衛生への寄与 ② 利他的な態度 ③ 人間性の尊重 ④ 自らを高める姿勢 

（２）資質・能力 

① 医学・医療における倫理性 ② 医学知識と問題対応能力 ③ 診療技能と患者ケア 

④ コミュニケ－ション能力 ⑤ チーム医療の実践 ⑥ 医療の質と安全管理 

⑦ 社会における医療の実践 ⑧ 科学的探究 ⑨ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

（３）基本的診療業務 

① 一般外来診療 ② 病棟診療 ③ 初期救急対応 ④ 地域医療 

 

・各科目標 

（１）消化器疾患に関連した検査項目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ことができる。 

（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）侵襲的内視鏡及び内視鏡治療の実際を見学及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、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）。 

（５）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。 

 

【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。 

※ 経験すべき２９症候、経験すべき２６疾病・病態のうち、別紙マトリックス表で当該診療科に◎、○、又は✔が

付いている項目を経験し、EPOC2 に記録する。 
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＜消化器内科・基本週間スケジュール＞ 

 

【評価方法】（Ｅｖ） 

オンライン研修評価システムEPOC2を用い、臨床研修医による自己評価、指導医による指導医評価を行う。 
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 平塚市民病院  
（一般外科プログラム（消化器外科、血管外科、乳腺外科を含む）） 

 
【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） 

・全科共通目標 
（１）医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

① 社会的使命と公衆衛生への寄与 ② 利他的な態度 ③ 人間性の尊重 ④ 自らを高める姿勢 
（２）資質・能力 

① 医学・医療における倫理性 ② 医学知識と問題対応能力 ③ 診療技能と患者ケア 
④ コミュニケ－ション能力 ⑤ チーム医療の実践 ⑥ 医療の質と安全管理 
⑦ 社会における医療の実践 ⑧ 科学的探究 ⑨ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

（３）基本的診療業務 
① 一般外来診療 ② 病棟診療 ③ 初期救急対応 ④ 地域医療 

 
・各科目標 
（１）医の倫理と個人情報保護に配慮し、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）超音波、CT、上部・下部消化管造影、消化器内視鏡、ERCP、MRI、血管造形及び瘻孔造影などの画像検査を理解し、

検査所見を述べることができる。 
（３）経鼻胃管挿入、点滴確保、動脈穿刺、中心静脈カテーテル挿入、胸水・腹水穿刺、胸腔ドレーン挿入など外科基本

手技の適応を理解し施行する。 
（４）基本的手技器械を説明でき、持針器や鉗子を扱い、糸結びを行う。 
（５）手術後の創傷処置及び外傷の初期診療を行う。 
（６）外科創傷部位感染症（Surgical Site Infection,SSI）の概念と分類を理解し、遅滞なく診断し、適切な予防措置と診断

を行う。 
（７）臓器の特徴や疾病の病態生理を理解し、適切な治療や術式を説明する。 
（８）年齢、基礎疾患、病態などを考慮し、手術や治療のリスクを説明することができる。 
（９）定期的な術前指示を理解し、オーダーすることができる。 
（１０）基礎疾患や病状に応じて、適切な輸液及び栄養管理を実施することができる。 

 
【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、外科・消化器内科・放射線科合同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）週一回の抄読会もしくは予演会に参加する。 
（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。 

※ 経験すべき２９症候、経験すべき２６疾病・病態のうち、別紙マトリックス表で当該診療科に◎、○、又は✔が付い

ている項目を経験し、EPOC2に記録する。 
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＜一般外科・基本週間スケジュール＞ 

 

【評価方法】（Ｅｖ） 

オンライン研修評価システムEPOC2を用い、臨床研修医による自己評価、指導医による指導医評価を行う。 
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 上岡眼科医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
一般眼科診療所として、外来、手術（白内障等）を行い、地域医療を担うと同時に、眼科の中での特殊分野である小児

眼科、斜視、弱視、涙道手術等を行い専門性の高い医療を提供している。 
 
研修内容について 

検査から診察に至る眼科診療の流れを見てもらい、眼科独自の診断学を理解してもらう。眼科の基本的手技である細隙

灯顕微鏡、眼底検査の技術を修得してもらう。全身疾患（糖尿病等）における眼科の役割を知ってもらう。 
 
研修に関する連絡事項 

事前に電話をして確認して下さい。 
 
その他研修医に望むこと など 

短い限られた期間なので、眼科に専念して学んでほしい。 
眼科を通して、診療所の役割を理解してほしい。 

 
 

 おおたレディースクリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
月経が始まった女性から閉経後の女性まで幅広い年齢の患者さんが受診されます。外陰部痛痒や出血などの症状を訴える

患者さんや妊婦さんなど産婦人科として初期に対応すべき疾患が多くあります。また、産科では超音波スクリーニングで

胎児の異常有無の検査もしています。 
 
研修内容について 

最初は一緒に診察の手技を行います。その後、問診などを１人でできるようにしてもらいます。ケースによっては診察

から治療計画までの一連を行ってもらいます。 
 
研修に関する連絡事項 

当院は駐車場が少なく、通勤に対して徒歩または交通機関を使用することを望みます。 
初日はオリエンテーションなどがあるため8時30 分に来ていただきます。 

 
その他研修医に望むこと など 

一緒に楽しんで地域産婦人科医療に取り組みましょう。  

専 門 科 眼科 
所 在 地 秦野市今川町4-14 
電話番号 0463-81-0708 
ホームページ https://ueokaganka.jp/ 
診療時間 午前 9:00～11:30 
 午後 15:00～17:30 土曜 午後 ～16:30 
休 診 日 木曜・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

上岡 康雄 

専 門 科 産婦人科 
所 在 地 伊勢原市伊勢原2-2-12 
電話番号 0463-93-0383 
ホームページ http://ohta-s.com/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 15:00～18:00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

太田 篤之 
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 新川クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
日帰り耳鼻咽喉科手術を中心とした、耳鼻咽喉科、アレルギー科を行っています。 

 
研修内容について 

１ヶ月間で、可能な限りの耳鼻咽喉科的手技を得ることを目標にしています。 
 
研修に関する連絡事項 

初日は９時５０分までに来院のこと。 
 
その他研修医に望むこと など 

積極的に診療に参加していただきたいと思います。 
 
 

 医療法人平誠会 平石整形外科  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
小児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さんが受診します。 

夜間帯まで一般外来を行っていますので、毎日多数の患者さんが来院されます。 
院長の専門は手外科ですが、手術は簡単なものしか院内では行っていません。 
往診もしていますが、あまり依頼はありません。 

 
研修内容について 

郊外型戸建ての整形外科診療所の日常を体験していただきます。 
整形外科研修ではなく、地域医療研修なので、一般診療所の診療の限界・職員の業務の流れ・病診連携の手順等を研修

していただきます。 
縫合等の小外科をお願いすることがあります。 
診療が忙しいので研修医の相手を十分にできない時間帯があります。その時は見学だけの状態になりますが了承して

ください。 
 
研修に関する連絡事項 

研修月の前月の下旬に電話連絡をください。車通勤可。電車だと、小田急線秦野駅から徒歩10 分です。 
  

 

専 門 科 耳鼻咽喉科・アレルギー科 
所 在 地 秦野市南矢名1-6-40 
電話番号 0463-76-3341 
ホームページ http://www.shinkawa-clinic.com/ 
診療時間 午前 10:00～13:00 
 午後 15:00～19:00 
休 診 日 土曜午後・日曜・祝日 理事長（研修責任者） 

新川 敦 

専 門 科 整形外科・リウマチ科・外科・ 
 リハビリテーション科 
所 在 地 秦野市尾尻560 
電話番号 0463-85-1122 
ホームページ http://hiraishiseikeigeka.info/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 15:00～20:00 
休 診 日 木曜・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

平石 誠 
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Ⅻ 地域医療研修の概要 
 
 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 
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 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。 
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 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 外来 腹部エコー ＧＩＳ 外来   

ＰＭ 

フリー 心カテ 

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。 
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 山近記念総合病院  
 

【指導体制】 
杉田輝地 理 事 長 日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器病学会専門医、

がん治療暫定教育医、マンモグラフィ読影認定医 

久保田光博 院 長 日本外科学会専門医・指導医、日本乳癌学会乳腺専門医・指導医、日本消化器

病学会専門医、臨床研修指導医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、

マンモグラフィ読影認定医、日本超音波医学会専門医・指導医（総合） 

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 

金谷剛志 医 局 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専門医、日本がん治療認定機構がん治療

認定医、マンモグラフィ読影認定医 

佐藤誠 外 科 日本外科学会専門医、臨床研修指導医、マンモグラフィ読影認定医、日本消化器

外科学会専門医 

町田隆志 外 科 日本外科学会専門医 

柴田將良 脳神経外科 日本脳神経外科学会専門医 
 
【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。 
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・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などを学ぶ。 
（２）外来研修（外科外来） 

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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 ありがとうみんなファミリークリニック平塚  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
外来と訪問診療が半分づつで、家庭医療専門医を常勤医がシフト勤務により外来と在宅を双方行っています。 
外来は、内科・小児科疾患を中心として皮膚科・整形・精神科領域なども含めた外来のコモンヘルスプロブレム全般を

扱う家庭医外来を、訪問診療においては 24 時間体制の在宅支援診療所として癌のターミナルを含めた看取りや、小児の

訪問診療も積極的に行っています。 
また当院はグループプラクティスを行っているため幅広い地域医療が実践できることや、医師以外の看護や事務スタッフ

だけでなく院外の訪問看護・ケアマネ・病院ソーシャルワーカー等とも日々密な連携をとったチーム医療を実践している

ことも特徴です。 
診療所以外にも、医師会活動・地域医療活動として、学校医や園医、３歳児集団健診、市の夜間休日診療所勤務、肺癌

健診判定会委員など行っているほか、行政や他職種と連携して市の在宅医療介護相談支援窓口の設置のための懇話会委員や、

地域の団体から各種講演依頼を受けるなど、様々な地域医療活動も行っています。 
 
研修内容について 

外来および訪問診療が研修の中心です。１－２週間の短期間であれば見学主体、３週間以上であれば個人の能力に

あわせて診療も行っていただきます。その他、他職種の見学も可能であり、希望があれば外部の訪問看護師や訪問薬剤師の

見学を依頼します。 
その他、上記のような地域医療活動について、タイミングが合えば同席して見学をしていただいています。 
画一的な研修は考えておらず、研修の早い段階（できれば初日）に個々の研修医と面談を行い、将来の志望や、地域

医療研修で見学したいニーズを確認し、短期で多くの学びが得られるよう効果的な研修内容の提供を考えます。 
毎日の研修の最後は指導医と日々の振り返りを行い、当日の学びの確認や、翌日以後の研修の目標設定や修正を行います。 

 
その他研修医に望むこと など 

地域医療は平たくいえば、地域に住む人々の生活・家族・人生を、医療や介護面から継続してサポートするしくみです。

患者さんが病気やケガを患って医療機関で診断や治療を受けることは、人生の一端でしかありませんがときに大きな

影響も受けます。 
医療という小窓を通して、患者さんの生活や人生の全体・家族や地域もみるという視点を、わずかでも学んで

いただければ嬉しいです。 
 

  

専 門 科 家庭医療・在宅医療 （標榜科は内科・小児科） 
所 在 地 平塚市岡崎215-3 
電話番号 0463-59-3739 
ホームページ http://www.arigatou-minna.jp/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 14:00～18:00 火曜午後 ～19:00 
 (14:00～15:00 乳児検診) 
休 診 日 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

小宮山 学 



 

－251－ 

 医療法人社団 伊勢原石田内科クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
内科の一般外来ですが、消化器を中心に、呼吸器、腎臓、循環器、内分泌、神経と幅広い診療を行っております。 

専門的には、消化器内視鏡検査（ＣＦとＧＩＦ）及び超音波検査（カラードップラー、パワードップラー検査を含む）を

行っています。 
 
研修内容について 

外来診療と内視鏡の見学が中心です。 
外来は、多岐にわたっているため、内科外来のほとんどの領域をカバーでき、自分の知識の確認ができます。診療の

知識をはじめとして、点滴の基礎、投薬のこつ、心電図の読影、胸部レントゲン写真の読影、血液検査データの読み方を

解説します。また病態生理に基づいた臨床診断法を学ぶ事ができます。また、外来診療で大切な患者さんとのコミュニ

ケーションのとりかたやトラブルになりにくい話術についても学べると思います。 
多くの検査機器（眼底カメラ、眼圧計、呼吸機能検査、聴力検査、ホルター心電図、２４時間血圧計測定装置等）が

ありますので、希望が有れば操作方法が学べます。また、消化器内視鏡に興味のある先生には、内視鏡を貸し出しします

ので、内視鏡上達への早道である内視鏡操作の基礎練習をして頂きます。 
 
研修に関する連絡事項 

朝 8時半出勤、上履き・白衣・飲物を持参して下さい。車通勤可能です。更衣室や荷物を置くスペースもあります。 
昼休みは、1時間ありますので、昼食は、院内でも外出しても大丈夫です。 
パソコンを持参して検索が出来た方が、より充実した研修が出来ると思います。 
院内WiFiが使用できます。 

 
その他研修医に望むこと など 

内科志望又は内科系も考えている先生、外科志望であれば、消化器系を考えている先生を希望します。 
内視鏡に興味がある先生には、内視鏡上達への早道となる内視鏡操作法を指導します。 

 
  

専 門 科 内科、消化器科 
所 在 地 伊勢原市高森 1325 
電話番号 0463-92-6771 
ホームページ http://iseishinaicl.ec-net.jp/ 
診療時間 午前 8:45～11:45 
 午後 15:45～18:00 
休 診 日 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

中井 賢二 



 

－252－ 

 市川こどもクリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
時に成人の患者さんも受診しますが、ほとんどが小児の患者さんです。時に特別な患者さんの受診がありますが、

ほとんどが軽症の上記道炎や胃腸炎症状などのいわゆる common diseaseです。喘息と診断している患者さんもいますが

多くが軽症と考えられる方です。 
外来を受診される方の大多数は感染症で、その多くはウイルス感染と思われますが、当院では感染症に対する迅速診断

を積極的に行っています。この迅速診断のキットの臨床評価の検討なども行っています。 
また血液一般検査とＣＲＰの検査機器、レントゲンもあり、必要な場合には検査を行っています。当院では電子カルテ

を導入しており、診療予約もインターネット(携帯)からできるようになっています。 
予防接種も現時点でできるものはほとんど行っています。特にインフルエンザの予防接種の時期には特別枠も設ける

などして、できるだけ多くの接種を行うようにしています。 
 
研修内容について 

小児科であり多くが小児の患者さんであることから処置を行う機会はあまりありませんが、年長児や成人などで時に

ある程度はでき、成人の予防接種などは研修医にお願いするようにしています。 
また電子カルテを使用していることもあり、1～3 日程度は見学になりますが、慣れてきた頃より主に年長児で状況

などを考え選んだ患者さんに対して問診と診察を行い、カルテ記入をしていただき、その後一緒に診察をするように

しています。 
しかし、患者さんの状態や待ち時間などの状況によってはあまり診察できる患者さんがいないこともあります。前述

したように迅速検査などは積極的に行っていますので、検査が多くあるようで慣れてくればそのような検査は研修医に

任せていきたいと思います。 
 
研修に関する連絡事項 

初日は８時１５分頃にいらしていただきたいと思います。２日目以降は８時３０分から業務開始となりますので、

それに間に合うように来てください。 
通勤は車でも可能です。 
それから近くに昼食を食べるところはほとんどありませんので、できるだけ何らかの方法で昼食は準備していただき

たいと思います。 
 
その他研修医に望むこと など 

地域の小児科クリニックですので処置などを行うことをあまり期待しないでいただきたいと思います。しかし第一線の

小児科クリニックとしてできることは行っていると思っていますので、病院とは異なる様子はみていただけると思います。 
また市の乳児検診や、幼稚園や学校の健診、小学校の就学前検診などの保険業務も地域の医療機関が行っているという

ことを見学にはなりますが、実状は見ていただけると思います。 
また希望があれば隣接の調剤薬局の見学もお願いすることもできます。もし小児科にとても興味があるようでしたら、

できる限り診療に参加していただけるようにと考えていますので、よろしくお願いします。 
 

  

院長（研修責任者） 

市川 正孝 

専 門 科 小児科 
所 在 地 伊勢原市東大竹 1544-3 
電話番号 0463-86-5665 
ホームページ https://ichikawa-cc.jp/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 14:00～17:30 
休 診 日 水曜午後・土曜午後・日曜・祝日 



 

－253－ 

 古閑医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
０才の乳児より成人まで幅広い層の患者さんが来院します。専門は小児科です。 
午前中は高血圧、糖尿病、脂質異常症を中心とする成人の患者さんの診療、成人の特定健診、健康診査が中心となります。 
昼は週２回、入所者８０名の特別養護老人ホームを回診します。３か所の学校医、２か所の産業医であるので、

１）小児の集団健康診断 ２）学校・会社の健診、インフルエンザ注射 ３）在宅医療などを行います。 
午後は、ウイルス感染症を中心とする小児の診察、個別予防注射が中心となります。 

 
研修内容について 

見学、処置、採血、予防注射が中心となりますが、身体診察、簡易検査など院長の指示で行います。 
 
研修に関する連絡事項 

初日は８時３０分までに来院のこと。駅から近く駐車台数が少ないのでなるべく電車で来院。 
 
 

 関野小児科内科クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
院長は小児科専門医で、小児疾患全般の診療、健診、各種予防接種を行っています。同時に内科も標榜し、成人につい

ては感冒などの急性疾患を中心に診ています。また、高血圧などの慢性疾患の方も多くはありませんが診察しております。 
乳児から高齢者まで幅広く診療しているクリニックです。 

 
研修内容について 

小児科を中心とした外来診療を学んでいただきたいと思います。小児の問診、診察に慣れることが大切ですので数多く

体験してもらうようにします。予防接種は院長の指示で行ってもらいます。 
乳幼児健診は1歳健診を除き、保健福祉センターでの集団健診です。院長が担当の時には同行して見学となります。 

 
研修に関する連絡事項 

初日は8時 30分に来院してください。車通勤はできません。 
白衣、上履き、聴診器を持参のこと。聴診器は成人用で構いませんが、小児用もあれば両方お持ちください。 

 
その他研修医に望むこと など 

小児科を積極的に学びたい研修医を希望します。  

専 門 科 小児科・内科・アレルギー科 
所 在 地 秦野市柳町1-4-12 
電話番号 0463-88-0030 
ホームページ https://koga-iin.com/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 15:00～18:00 
休 診 日 木曜午前・土曜午後・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

古閑 俊浩 

専 門 科 小児科 
所 在 地 秦野市尾尻942-9 
電話番号 0463-84-2580 
ホームページ https://sekino-clinic.com 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 14:30～18:00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

関野 髙弘 



 

－254－ 

 医療法人社団 武田クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
糖尿病専門クリニックとして細小血管障害から大血管障害、また糖尿病患者の死因のトップは悪性腫瘍であることから、

総合的に全身の管理を行っています。神経障害では理学所見のほかに自律神経検査（ＣＶＲＲ、電子瞳孔計による評価）、

網膜症は眼底カメラ。 
動脈硬化の評価はＦＭＤ、baPWV、ＣＡＶＩ、ＩＭＴ、ホルタ―ＥＣＧ、心エコーを施行し、患者さんにフィード

バックし継続加療のコンプライアンスを高めています。動脈硬化阻止のためには禁煙が一番大切であり、当院では禁煙

外来もおこなっております。腹部超音波検査はエラストグラフィー搭載の機種を備え、悪性腫瘍の早期検出に努めています。

ＮＳＴ認定施設、特定保健指導施設として、メタボリック症候群の指導教育も行っています。 
また地域糖尿病スタッフの育成のためやまどり糖尿病療養指導コンセンサスを定期的に開催、地域の糖尿病診療レベル

の向上に努めています。また神奈川糖尿病療養指導士（ＫＬＣＤＥ）認定機構の設立発起団体として活動しています。

日本糖尿病学会評議員、指導医、専門医の院長、糖尿専門医３名が指導いたします。 
日本糖尿病学会入会のためには、評議員の推薦が必要ですが、当院で研修された方には、入会の推薦をいたしております。 
2021 年より日本甲状腺学会認定専門医施設となっています。 

 
研修内容について 

上記内容に関して積極的に係ってください。こちらからレールは敷きません。将来開業志向があれば、レセプト、受付

業務に係ってもらってＯＫです。 
東海大学病院より、脳神経内科・循環器内科・呼吸器内科の先生にも外来を担当していただいており、いろいろな

研修科の外来研修も可能となっています。 
 
研修に関する連絡事項 

初日は８：３０am に受付に来院。車通勤不可。 
東銀座診療所分院、あざみ野分院にも希望があれば、研修可能。 

 
その他研修医に望むこと など 

「糖尿病治療ガイド2021」文光堂は事前に読んでおいてください。 
 

  

専 門 科 内科・糖尿病専門外来・神経内科・循環器内科・

 呼吸器内科・アレルギー科・甲状腺内科 
所 在 地 伊勢原市伊勢原2-2-15 
電話番号 0463-96-1024 
ホームページ http://www.takeda-clinic.jp/ 
診療時間 午前 8:30～12:30 
 午後 14:30～18:30 
休 診 日 土曜午後・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

武田 浩 



 

－255－ 

 医療法人社団 Matera 丸山クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
主に中学生以上の成人が受診されます。専門は、神経内科で脳卒中、認知症、頭痛、パーキンソン病などの患者さんが

多く受診されます。在宅医療も積極的に行っております。 
 
研修内容について 

開業医が行う、かかりつけ医としての外来診察の実際を見ていただきます。興味ある患者さんは了解をいただき一連の

診察をすべて行ってもらいます。予防接種も行ってもらいます。 
 
研修に関する連絡事項 

初日は8：30に受付に来院。車通勤可。 
 
その他研修医に望むこと など 

クリニックにおける診察には、大学病院などとの連携が極めて大切である事を学んでいただきます。 
 
 
 今岡医院  

 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
小児から成人まで診察を行っております。特にご高齢者の患者さんが多いです。 
診察は内科的・外科的一般処置も行い、かかりつけ医として全体的にしております。 
また、施設の診療・往診もおこなっております。 

 
研修内容について 

病歴の聴取・身体診察・簡易検査まで行って頂き、処方まで一連の診察をお願いいたします。 
また、予防接種もお願いいたします。 
施設回診においては、施設看護師の報告を受け患者さんの診察を行います。 
精査が必要な場合や入院加療が必要と考えられる場合は、提携病院へ診療情報提供書を交付いたします。 
近年、在宅医療も需要が多く自宅での見取りも多くなり、同行して頂くこともあるかと思います。 

 
研修に関する連絡事項 

車通勤可 
 
その他研修医に望むこと など 

小さなクリニックですが、地域の患者さんの身近な相談医・かかりつけ医としての役目はそれなりにあると自負をもって

職務に取り組んでおります。 
大学病院に最新の治療をお願いすることもよくあり、それぞれの立場や存在への理解を深めることでより良い医療に

繋がるよう、研修医の皆さんに将来その架け橋になって頂けたら、そんな思いを込めて一緒に頑張りましょう。 
  

専 門 科 内科・神経内科・リハビリテーション科・

 消化器科 
所 在 地 秦野市鶴巻北 2-2-25 
電話番号 0463-77-8788 
ホームページ https://maruyama-clinic.com/ 
診療時間 午前 9:00～12:00 
 午後 14:30～18:00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

丸山 博志 

院長（研修責任者） 今岡 千栄美 
専 門 科 内科・小児科・循環器内科 
所 在 地 厚木市愛甲西3-2-6 
電 話 番 号 046-248-1046 
ホームページ  http://imoka2010.byoinnavi.jp/pc/ 
診 療 時 間 平 日 午前 9:00～12:00 午後 14:00～18:00 
 土曜日 午前 9:00～12:00 午後 14:00～17:00 
休 診 日 日曜・祝日 
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 石井呼吸器内科医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
外来（1 日平均40～60人）うち、初診1日 2～4人。 
睡眠時無呼吸症候群（1 日 5～10 人）、喘息、COPDで定期通院の7割、他 糖尿病、高血圧、脂質性異常症など。 
在宅酸素療法が月15人程。訪問診療が月5～15 人（肺癌、間質性肺炎他）。看取りが年5件程。 

 
研修内容について 

外来にて問診・身体所見などの研修。 
訪問看護。（一般外来との違いを経験して下さい） 
胸写他、通常検査の実施。 
介護の主治医意見書の記載。 

 
研修に関する連絡事項 

応相談ですが、保健所の行う結核の判定会や健診の医師会での胸部単純写真読影など、地域の会合は一部ご参加いただ

きたい。 
 
その他研修医に望むこと など 

将来の開業希望の医師もそうですが、むしろ開業されない医師にとって、一般クリニックがどのようなものか経験

いただければいいなァ、と思っています。 
 
 

  

専 門 科 内科・呼吸器内科 
所 在 地 小田原市飯泉65 
電話番号 0465-48-4159 
ホームページ http://ishii-4159.com 
診療時間 平日 午前  9:00～12:00 
 午後 15:00～18:00 
 土曜日 午前  9:00～12:00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 院長（研修責任者） 

石井 博司 
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 医療法人社団 五十嵐外科胃腸科医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
院長は元々消化器外科専門医ですが、当院は地域に密着した、かかりつけ医としての総合診療を中心としています。

「じっくり診療」、「とりあえず相談を」を特色とした地域の健康増進のお手伝いをしています。 
診療科目としては特別にこだわりなく患者様からのご相談に乗ることをモットーとしています。一方専門としての消化器

診療は上部、下部消化管内視鏡をはじめとして近隣の病院、クリニックと連携した画像診断（CT、MRI など）を用いて

診療にあたっております。金曜日は消化器内科専門医、循環器内科専門医による外来も行っています。 
木曜日、土曜日は理学療法士による専門的な整形外科リハビリテーションを行っています。 

 
研修内容について 

① 総合診療科としての大学病院では学べないような外来診療を基本から学べます。 
② 消化器専門医による上部、下部消化管内視鏡検査、画像診断学。 
③ 整形外科とともにリハビリテーションとの連携した診療。 
④ クリニックレベルでも対応可能な循環器科の診断学。 
⑤ 地域の健康増進のための健康診断について。 

 
研修に関する連絡事項 

研修初日は8：30 に外来受付に来てください。白衣持参でお願いします。 
 
その他研修医に望むこと など 

医師としての第一歩、第二歩を確実に学ぶことができます。先生方とともに地域医療をパワーアップしていきたいと

思っています。実りある研修にしましょう。 
 

 
  

専 門 科 外科・整形外科・内科・消化器内科 
 循環器内科・肛門外科 
所 在 地 横浜市瀬谷区三ツ境110-2 
電話番号 045-362-5668 
ホームページ https://igarashiclinic.jp 
診療時間 月 火 木 9：00～19：00 
 水 9：00～18：00 
 金 土 9：00～12：00 
休 診 日 日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

五十嵐 直喜 



 

－258－ 

 扇町しらさぎ内科クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
一般内科診療および消化器科を中心に診療しています。 
小田原市という地方の地域柄、中学生から成人・高齢者まで、多様な主訴の患者さんが来院され、健康診断・体調管理や

基幹病院へ紹介の相談なども多くあります。 
専門の消化器内科はクリニック内で内視鏡・腹部エコー・胸腹部レントゲン検査・至急採血検査などを利用し診断を

行います。 
 
研修内容について 

患者さんより研修医の診療の同意を得られれば、問診（病歴の聴取）、身体診察を行ってもらいます。 
この結果を院長に報告してもらい、考えうる疾患の考察、必要な検査、処方・指導など計画まで提案という一般診療の

流れを体験できます。また患者許可のもとスタッフ指導下で採血、皮下・筋肉注射も施行してもらうこともあります。 
 
研修に関する連絡事項 

8：30より研修を開始します。 
車通勤可能。 
伊豆箱根鉄道五百羅漢駅より徒歩2分。 

 
その他研修医に望むこと など 

一般内科診療、特に消化器内科に興味がある方であればうれしいです。 
スペース的に研修医専用エリアが取りにくいので身軽な格好で来院ください。 

 
 
 

 女川町地域医療センター  
 

センター長（研修責任者）  齋藤 充 
専 門 科 内科、外科、整形外科、小児科、心療内科、眼科、皮膚科 
所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-1 
電話番号 0225-53-5511 
ホームページ https://onagawahp.jadecom.or.jp/ 
診療時間 平 日 午前 8:30～11:30 午後 13:30～16:30 
 土曜日 午前 8:30～11:30 
休 診 日 日曜・祝日 

  

専 門 科 内科・消化器内科・胃腸科（内視鏡） 
所 在 地 小田原市扇町5-26-8 
電話番号 0465-43-8111 
ホームページ https://website2.infomity.net/8750000068/ 
診療時間 午前 9：00～12：00 
 午後 15：00～18：000 
 土曜 9:00～13:00 
休 診 日 水曜・土曜午後・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

渡邊 謙一 



 

－259－ 

 亀田森の里病院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
私たち亀田森の里病院は、地域の主治医機能を持った病院として森の里地区を中心として医療の提供だけでなく、地域

コミュニケーションの中心として患者様のお役に立てる地域の病院をめざしています。 
その中でも、地域包括ケア病棟を持ち急性期後の患者様の在宅復帰支援や訪問診療・地域連携（多施設・多職種連携）・

教育を通し入院予防に向けた取り組み等、急性期病棟における視野とは異なった視野でシームレスな継続診療を経験して

いただくことで、一緒に、超高齢化社会における内科医として幅広い視野を培っていけたらと考えております。 
 
研修内容について 

・外来：継続性を保てないため原則として初診外来のみ、初診；コモンディジーズ・救急 
・病棟：一般内科管理・リハビリ整形外科併診（発熱／血糖コントロール等） 
・訪問診療：定期訪問診療／緊急往診／在宅看取り（以下ニーズに応じて） 

 
研修に関する連絡事項 

研修初日は8：30 までに来院してください。 
服装は動きやすいものでお願いします。 
※希望者は近隣に寮完備、車通勤可（職員駐車場あり／有料）。 

 
その他研修医に望むこと など 

総合内科、家庭医、地域医療、在宅医療に興味がある方。 
 

  

診 療 科 整形外科、外科、内科、消化器内科、循環器内科、 
 呼吸器内科、神経内科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科 
所 在 地 厚木市森の里3-1-1 
電話番号 046-247-2121 
ホームページ http://www.kameda-morinosato.com/ja/ 
診療時間 月～土 9：00～12：00 
 14：00～17：00 
休 診 日 日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

髙木 敦司 



 

－260－ 

 医療法人康養会 内科 久保田医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
在宅診療においては、365日 24時間体制で診療している。個別の患者宅を訪問する他に、特別擁護老人ホーム1 カ所、

有料老人ホーム１カ所、認知症グループホーム２カ所を訪問しており、これら入所介護施設における看取りに力を注いで

いる。 
在宅診療担当地域は、原則として半径3km車で10分程度の移動時間で対応できる地域にしている。具体的には伊勢原

中学校学区、平塚市大住中学校学区の2つの地域包括ケア圏域である。在宅診療を行っていて、患者の認知症の進行により

在宅生活を維持できなくなった患者は、担当している認知症グループホームへの入所を提案し、また家族が身体介護に

対応しきれなくなった患者は担当している特別擁護老人ホームへの入所を提案している。 
患者の生活の場が変わっても、今まで診療担当していた医師（久保田毅）が引き続き診療し、看取りまで対応する

ことで、患者と家族が安心感に包まれた終末期を全うできるようにすること、これが当院の考える「地域包括ケア」の

実践である。 
 
研修内容について 

（１）午前中の外来診療研修： 当診療所の戦力として研修していただきます。 
（２）午後の在宅診療同行研修： 患者とその家族を全人格的に接することを体験してもらい、今後病院勤務医として

働くときの能力向上に生かして頂きたい、と期待しています。 
 
研修に関する連絡事項 

院長久保田毅が、神奈川県医師会理事（災害救助対策、救急医療対策、医療従事者確保対策、在宅医療対策担当）を

拝命しているため、その予定公務によりあらかじめ休診にしている日があります。また、神奈川県庁に災害対策本部が

立ち上がった場合は、「神奈川県災害医療コーディネータ」として神奈川県庁、神奈川県総合医療会館で指揮をとるので、

数日間休診することがあります。 
 
その他研修医に望むこと など 

クリニックにおける診察には、大学病院などとの連携が極めて大切である事を学んでいただきます。 
 
 
  

院長（研修責任者） 久保田 毅 
専 門 科 内科 
所 在 地 平塚市岡崎3531 
電話番号 0463-50-3015 
ホームページ http://www.scn-net.ne.jp/~t-kubota/ 
診療時間 月  水  金 （外来）9:00～12:00 (往診)13:00～16:00 (外来）16:00～18:00 
 火 （外来）9:00～12:00 (往診)13:00～16:00 (外来）16:00～21:00 
 木 （外来）9:00～12:00 
 土 （外来）9:00～12:00 (往診)13:00～16:00 
休診日 日曜・祝日 



 

－261－ 

 医療法人救友会 湘南真田クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
当院は、東海大学総合内科所属の医師を中心として、内科・総合診療を展開しているクリニックです。救命救急科の

医師も複数名在籍しています。平塚（真田）と伊勢原に店舗があります。 
診療にあたり、以下の医療が提供できるように心がけています。 

① 患者さん一人一人に向き合った、患者中心の医療 
② しっかりとした医学的エビデンスに基づいた医療 
③ 丁寧で、心温かい医療 

診療科目は総合内科、総合診療、家庭医療、整形外科、リハビリ科、形成外科、小児科です。総合内科、総合診療、

家庭医療は東海大学総合内科の医師が専門性を担保しながら提供します。整形外科は東海大学整形外科から派遣された

非常勤医によって提供され、東海大での整形外科術後のリハビリも含めて行っています。 
診療内容は、多岐にわたっています。①総合内科外来、②整形外科外来、③リハビリ外来、④小外科への一時救急処置、

⑤在宅訪問診療（癌の緩和ケアや看取り等、365 日 24時間対応）、⑥各種健康診断、⑦予防接種外来などです。 
真田クリニックの患者の4割が小児であり、小児診療が充実しているという特徴があります。 

 
研修内容について 

当院は内科・小児科を研修することができるクリニックですが、それに加えて以下の特徴があります。 
① 総合内科をベースとした内科外来診療を学ぶことができる 
② 家庭医療専門医／指導医による総合診療、家庭医療の指導を受けることができる 
③ 整形外科外来、リハビリ外来を学ぶことができる 
④ 訪問診療を経験することができる 

また、各研修医の方々のニーズに合った研修内容を提供します。例えば、内科医を目指す研修医には、内科認定医／

総合内科専門医／指導医の資格を持った医師が、総合内科的な外来を中心に指導します。家庭医、総合診療医を目指す

研修医には、家庭医療専門医／指導医の資格を持った医師が、訪問診療を含めた総合診療を指導します。整形外科医、

リハビリ科医を目指す研修医には、整形外科医が外来のコツなどを指導します。小児科医を目指す研修医には、出来る限り

小児診療の経験をしていただく予定です。ピンポイントで学びたい内容を効率よく学ぶことも可能ですし、総合内科の

家庭医療勉強会まで含めて濃密なスケジュールを組むことも可能です。とにかく、研修医の方々の希望に沿って調整致し

ます。詳細な研修内容は、火曜日午前中に総合内科阿部（5012）に電話して相談して下さい。 
 
研修に関する連絡事項 

初日のガイダンスは湘南伊勢原クリニック（伊勢原市高森 3-5-12）にて行います。8 時 40 分にクリニックの受付に

来て下さい。白衣（スクラブ、ケーシィ可）、聴診器、室内用上履きを持参下さい。 
 
その他研修医に望むこと など 

阿部は地域医療研修を提供し、研修医指導をする医師としては比較的若輩者です。しかし、教育への熱意は強いことを

自負しており、楽しくて実りある地域研修を提供することを約束します！選択したことを後悔させません！総合内科入局

を検討している方、家庭医療／総合診療を学びたい方、伊勢原～平塚の地域医療を学びたい方、医学部準硬式野球部の方、

こども病院部の方、伊勢原学生会の方、e スポーツドクターに興味がある方、その他誰でも大歓迎です！ 
  

専 門 科 総合内科・総合診療・家庭医療・ 
 整形外科・リハビリ科・形成外科・小児科 
所 在 地 平塚市真田2-6-27 
電話番号 0463-50-3400 
ホームページ http://smcg.jp/ 
診療時間 外来診療 
 月～金曜 9:00～12:00 15:00～17:30 
 隔週土曜 9:00～12:00 
 訪問診療 
 月～金曜 9:00～12:00 15:00～17:30 
休 診 日 隔週土曜・日曜・祝日 

理事（研修責任者） 

阿部 智史 



 

－262－ 

 医療法人救友会 湘南伊勢原クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
当院は、東海大学総合内科所属の医師を中心として、内科・総合診療を展開しているクリニックです。救命救急科の

医師も複数名在籍しています。平塚（真田）と伊勢原に店舗があります。 
診療にあたり、以下の医療が提供できるように心がけています。 

① 患者さん一人一人に向き合った、患者中心の医療 
② しっかりとした医学的エビデンスに基づいた医療 
③ 丁寧で、心温かい医療 

診療科目は総合内科、総合診療、家庭医療、整形外科、リハビリ科、形成外科、小児科です。総合内科、総合診療、

家庭医療は東海大学総合内科の医師が専門性を担保しながら提供します。整形外科は東海大学整形外科から派遣された

非常勤医によって提供され、東海大での整形外科術後のリハビリも含めて行っています。 
診療内容は、多岐にわたっています。①総合内科外来、②整形外科外来、③リハビリ外来、④小外科への一時救急処置、

⑤在宅訪問診療（癌の緩和ケアや看取り等、365 日 24 時間対応）、⑥各種健康診断、⑦予防接種外来などです。地域の

ジェネラリストとしてどんな主訴でもまずは診て、鑑別診断を行い、必要に応じて専門家にコンサルトします。東海大学

病院からの物理的な距離が近い（車で3 分くらい）ので、大学病院と地域の懸け橋としての役割を担っています。 
 
研修内容について 

当院は内科・小児科を研修することができるクリニックですが、それに加えて以下の特徴があります。 
① 総合内科をベースとした内科外来診療を学ぶことができる 
② 家庭医療専門医／指導医による総合診療、家庭医療の指導を受けることができる 
③ 整形外科外来、リハビリ外来を学ぶことができる 
④ 訪問診療を経験することができる 

また、各研修医の方々のニーズに合った研修内容を提供します。例えば、内科医を目指す研修医には、内科認定医／

総合内科専門医／指導医の資格を持った医師が、総合内科的な外来を中心に指導します。家庭医、総合診療医を目指す

研修医には、家庭医療専門医／指導医の資格を持った医師が、訪問診療を含めた総合診療を指導します。整形外科医、

リハビリ科医を目指す研修医には、整形外科医が外来のコツなどを指導します。小児科医を目指す研修医には、出来る限り

小児診療の経験をしていただく予定です。ピンポイントで学びたい内容を効率よく学ぶことも可能ですし、総合内科の

家庭医療勉強会まで含めて濃密なスケジュールを組むことも可能です。とにかく、研修医の方々の希望に沿って調整致し

ます。詳細な研修内容は、火曜日午前中に総合内科阿部（5012）に電話して相談して下さい。 
 
研修に関する連絡事項 

初日、８時４０分にクリニックの受付に来て下さい。白衣（スクラブ、ケーシィ可）、聴診器、室内用上履きを持参下さい。 
 
その他研修医に望むこと など 

院長の阿部は地域医療研修を提供し、研修医指導をする医師としては比較的若輩者です。しかし、教育への熱意は強い

ことを自負しており、楽しくて実りある地域研修を提供することを約束します！選択したことを後悔させません！総合内科

入局を検討している方、家庭医療／総合診療を学びたい方、伊勢原～平塚の地域医療を学びたい方、医学部準硬式野球部の

方、こども病院部の方、伊勢原学生会の方、eスポーツドクターに興味がある方、その他誰でも大歓迎です！ 
  

専 門 科 総合内科・総合診療・家庭医療・ 
 整形外科・リハビリ科・形成外科・小児科 
所 在 地 伊勢原市高森3-5-12 
電話番号 0463-73-7139 
ホームページ http://smcg.jp/ 
診療時間 外来診療 
 月～金曜 9:00～12:00 15:00～17:30 
 隔週土曜 9:00～12:00 
 訪問診療 
 月～金曜 9:00～12:00 15:00～17:30 
休 診 日 隔週土曜・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

阿部 智史 



 

－263－ 

 せやクリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
神経内科医と外科医がいますので、 
神経内科では 認知症の診断、診察の仕方、家族へのサポート 
 頭痛の診断、治療 
 パーキンソン病の診断、治療 脳梗塞や出血慢性期の管理 
外科では 上下部内視鏡検査 乳腺外科の診断と治療など を行っています。 

 
研修内容について 

希望があれば 問診や身体診察や神経学的検査の取り方の研修や実践をしていただけます。 
採血なども希望があれば可能です。内視鏡などは一緒に入ってもらうこともできます。 

 
研修に関する連絡事項 

専用駐車場はありませんが、駅近いので有料の駐車場はあります。 
 
その他研修医に望むこと など 

老年医学や認知症や神経内科に興味のある方であるとうれしいです。 
 
  

専 門 科 神経内科・外科 
所 在 地 横浜市瀬谷区中央1-6第 5 白鳳ビル2F 
電話番号 045-301-2528 
ホームページ https://seya-cl.com/ 
診療時間 月～金 9：15～12：00 15：45～18：00 
 土 9：15～12：00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 院長 

川口 正春 

副院長（研修責任者） 

川口 千佳子 



 

－264－ 

 医療法人社団 富田医院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
小児から成人まで幅広い層の患者さんが受診します。一家まるごと診療している患者さんが多いので家庭医療です。 
昼休みに訪問診療をしているので医療介護福祉による多職種連携チームでの関係者会議への参加も多いです。その他、

産業医（工場での職場巡視 etc.）・校医・園医もしています。 
 
研修内容について 

患者さんが研修医の診療を希望する場合、まず病歴の聴取、身体診察、簡易検査まで行ってもらいます。これらの所見

を院長に報告した後、考えられる疾患について考察し、処方の計画まで一連の診察を行ってもらいます。 
訪問診療の患者さんにナースと共に緊急訪問をしてもらいます。 
関係者会議への出席、特定検診、予防注射も院長の指示で行います。 

 
研修に関する連絡事項 

初日は、8：30に受付に来院下さい。車通勤可です。昼食はご自分で用意して下さい。 
 
その他研修医に望むこと など 

今後どのような診療科に進むつもりなのか？（予定）当院で何を見たいのか？等、当院への希望を事前に教えて欲しい

と思います。それによってこちらで研修プログラムを考えたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 

  

理事長（研修責任者） 富田 さつき 
専 門 科 内科 
所 在 地 小田原市曽我別所777-6 
電話番号 0465-42-0822 
ホームページ https://www.tomitaiin-odw.com 
診療時間 平日 9：00～12：00 15：00～18：00 
 土曜 9：00～12：00 
休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日 



 

－265－ 

 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
内科・小児科・外科など21の診療科を有し、長野・山梨県境地域の2 次救急指定を担う基幹病院です。 
また、医療だけでなく、老人保健施設や特別養護老人ホームも運営しており、「医療・保健・福祉」が一体となった

総合的な地域医療活動を展開しています。 
 
研修内容について 

(1) 農村部に位置した中小規模病院である当院において、内科疾患全般、外科系疾患（整形外科、形成外科を含む）の

プライリ・ケアを十分に研修できます。 
(2) さまざまな時間外患者への対応が可能です。 

Walk in から救急搬送患者まで24 時間、365 日救急患者を受け入れています。 
 
研修に関する連絡事項 

・初日は、7:40に病院の総合受付へお越しください（正面玄関からお入りください） 
・駐車場は病院の駐車場をご利用ください。 
・有料ですが、お食事もご用意できます。初日に希望をお伺いします。 
・宿泊は、院内の宿泊用の部屋または、同じ富士見町内の当院の施設をご用意いたします。 

 
その他研修医に望むこと など 

当院では、コメディカルとの連携を密にした、本物の地域医療を十分に研修することができます。 
 
 

  

診 療 科 内科・外科・こう門科・整形外科・形成外科・ 
 泌尿器科・眼科・小児科・放射線科・産婦人科・ 
 心療科・皮膚科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科・ 
 神経内科・呼吸器科・消化器科・心臓血管外科・ 
 リハビリテーション科・麻酔科 
所 在 地 長野県諏訪郡富士見町落合11100 
電話番号 0266-62-3030 
ホームページ http://fujimihp.com/ 
診療時間 平日 8:30～17:00 
 第 1・4土曜 8:30～12:30 
休 診 日 日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

安達 亙 



 

－266－ 

 医療法人社団 螢田診療所  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
小児から老人まで幅広い層の患者様が来院されます。訪問診療・訪問看護も行っており、施設からの依頼も多いです。

専門は循環器内科で高血圧・不整脈・虚血性心疾患の患者様が多く、特定健診やがん検診も行っており、必要に応じて

CT 検査も施行します。その他、企業健診や予防接種等、地域における患者様の為に様々な診療を行っております。 
 
研修内容について 

研修の先生が患者様を診察される場合、病歴（問診）・身体検査・簡易検査を行い、これらの所見を院長に報告後考え

られる疾患について考察し、処方までを受け持っていただきます。 
また、予防接種も院長の指示で行っていただき、訪問診療も同行していただきます。 

 
研修に関する連絡事項 

研修初日8：30までに受付へお願いします。車通勤不可。 
 
 

  

専 門 科 内科・循環器内科・小児科 
所 在 地 小田原市蓮正寺310 
電話番号 0465-36-3230 
ホームページ http://www.hotaruda-shinryojo.com 
診療時間 月・火・水・金 
 9：00～12：00 15：30～17：30 
 土 
 9：00～12：00 13：30～16：00 
休 診 日 木曜・日曜・祝日 

理事長（研修責任者） 

小澤 優樹 



 

－267－ 

 みその生活支援クリニック  
 

診療内容について（全般的な内容、特色） 
在宅医療ほぼ専門で診療しています。悪性腫瘍で緩和医療が必要となる方や、難病の方、認知症や各種疾患で在宅医療

中の方など様々な患者様を対象としています。 
長年、亀田総合病院在宅医療部で在宅医療に従事した医師が中心に診療しており、きちんとした医学的根拠と、患者さんや

ご家族の希望に基づいた医療を心がけております。 
 
研修内容について 

朝 8 時 30 分までに診療所に来て頂き、その日一日、指導医の診療について患者さんのご自宅に訪問に伺います。一日

6～8件の訪問があります。初期は、指導医と同行し、診療内容の見学等を行います。また、昼食時に緩和医療、コミュニ

ケーション、在宅医療で使える制度、その他高齢者、障害者に必要な慢性期医療の知識、胃瘻、気管切開、尿道カテーテル

等の長期管理など、在宅医療に必要な各種知識についてミニレクチャーを行います。 
当方で、ある程度の知識が身についたことを確認した上で、場合によっては一人で訪問していただきますが、その際も、

必ず指導医とともに診療方針の決定を行います。 
また、研修の後期には、経験として、夜間休日の臨時訪問を指導医の下で体験していただく場合もあります。 

 
研修に関する連絡事項 

初日8時 30分までにいらしてください。車での来院は不可です。 
服装は、白衣は必要ありません。華美にならない程度の普段着で結構です。 
聴診器、スマートホンもしくは、タブレットなどの情報アクセス機器。 

 
その他研修医に望むこと など 

常に、成書やUpTodate 等の二次資料に根拠を求めることが必要です。研修期間中に、基本的な緩和医療や高齢者医療

についての情報収集能力と情報を使いこなす力を獲得することが第一の目標です。また、コミュニケーションの大切さに

ついて、認識し、コミュニケーションについての科学の基礎を学ぶ事が第二の目標です。 
 

 
 

専 門 科 内科 
所 在 地 相模原市南区御園4-15-10 
電話番号 042-765-1331 
ホームページ https://www.misono-life-support.com 
診療時間 9：00～17：00 
休 診 日 土曜・日曜・祝日 

院長（研修責任者） 

小野沢 滋 
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