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■大垣市民病院理念
　 患者中心の医療、良質な医療の提供

■大垣市民病院基本方針
１．地域の基幹病院として、住民の健康と福祉の増進に貢献します。

２．患者さまの立場を第一に考え、公正且つ普遍的な医療の提供に努めます。

３．医療安全を推進し、安心で安全な医療の提供に努めます。

４．医学の進歩に沿って、病院施設・医療機器の整備や充実を図り、専門的な医

療の提供に努めます。

５．公共性と経済性を両立し、健全な病院経営に努めます。

６．地域の医療機関との連携を保ちつつ、患者さまに信頼される医療活動に努め

ます。

◆大垣市民病院臨床研修の理念
一．社会人としての規律を守り、医師として思いやりのある人格を涵養する。

二．プライマリケアに必要な幅広い診療能力を修得する。

三．チーム医療の一員として、安全・安心・満足の得られる患者中心の良質な全

人的医療を実践する。

◆大垣市民病院臨床研修の基本方針
国民が要請する医師を育成するために、

１．臨床研修には、協力型臨床研修病院を含むすべての職員が参画する。

２．医療安全と指導体制を充実させて、研修医の身分を保証し、労働条件の改

善に努め、臨床研修の効率を高める。

３．行動目標、経験目標の達成状況を把握し、臨床研修目標を完遂させるべく

指導する。

４．研修医の医療行為には、基本的に指導医が指示・監督し、その責任を負う。

５．第三者による評価を受け、検証を行うことにより、臨床研修病院としての

更なる質の向上に努める。



序

　新しい臨床研修制度では「臨床研修は、医師が医師としての人格を涵養し、将来専門とする分野

に拘わらず、医学及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

わる負傷または疾病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（態度・技能・知

識）を身につけること」を基本理念にしている。

　医学部卒業後の臨床研修には古くからインターン制度があって、当時インターンには１年間医師

免許がなかったことなどからこの制度は廃止された。昭和４４年以後平成１５年度まで行われていた

スーパーローテート方式のように必要な科をそれぞれの研修医が選択し研修するという臨床研修が

努力目標とされた。そのため大学医学部では即入局して専門科目だけを勉強するといった方向に

なってしまい、全国的にも卒業生の３／４が大学病院での研修をしていた。プライマリケアの必要

性から平成１６年度から臨床研修制度を義務化し、病院の選択にあたってはマッチングシステムも実

際に開始された。

　東海地方では従来から名古屋大学が中心になって名大方式というような２年研修を実際にやって

おり、大垣市民病院でもおおよそ新しい臨床研修制度に近い研修方式を行っていた。従って新しい

研修制度にはそれほど困惑はなかったが、全国的には大学病院をはじめとして多くの病院で混乱も

見られた。予想されたように初年度（平成１６年度）から大学での臨床研修が敬遠され、約半数の人

たちが一般病院で研修している。今後ともこの傾向はより顕著になっていく可能性が高い。今後は

レジデント制度がより具体化し、将来的には医局制度自体の存続も危ぶまれる状況にある。

　臨床研修をより充実したものとしていくには、研修医自身の医療に取り組む姿勢が何より大切で、

研修カリキュラム、臨床研修病院と指導医の質、症例数の多寡などはそれに付随したものといえる。

大垣市民病院は症例数ではほとんどすべての科目で十分すぎるほどであり、研修カリキュラムも本

書のように素晴らしいものがある。指導医については関連大学の臨床教授から講師までを多数の医

師が委嘱されており臨床研修病院としての環境は十分に備わっているので、研修医個々の努力次第

によりその能力は際限なく高いものになると思われる。

　臨床研修では医療の基本的な知識を身につけることはもちろん、患者・家族のニーズへの対応や、

医療スタッフの業務を知るとともにチーム医療を実践することも重要である。医師間だけでなく、

看護師、検査技師、事務職員とのコミュニケーション、病院という組織における協調性も学んで欲

しい。

　余人に負けない天性の資質と過去における努力が、大学医学部卒業という結果をもたらしました。

社会が医師に望むものは、高い倫理観と豊かな人間性を有し、地域の指導的役割を果たすことであ

ります。諸君にはこのような重大な使命がすでに課されており、更なる努力を重ね、より優れた医

師となられることを祈っています。

大垣市民病院　院長　金岡　祐次
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１　初期臨床研修プログラム
Ⅰ．目的
　臨床研修の目的は、医師としての基本姿勢、倫理、使命感の養成及び、専門医に至る道のりと

してのプライマリケアを中心とした基礎知識と基礎技術の修得、さらに患者・家族から信頼され

る医師を目指すことにある。また、医師がより良い医療行為を行うために必要な協力体制がいか

に構築されているかを知り、看護師、検査技師、薬剤師などと協調性をもって仕事ができるよう

になることも重要である。到達目標は各科臨床研修カリキュラムに記す。

Ⅱ．特徴
　所謂スーパーローテーション研修を特色とし、１年次に必修科目（内科系、救急部門）及び選

択必修科目（外科系、小児科系、麻酔科）研修を行い、２年次には必修科目（地域医療、救急部

門）、選択必修科目（産婦人科、精神科）研修及び選択科目研修約７か月を行う。各診療科の検

討会、研究会や医学会にも参加するほか、臨床病理検討会（ＣＰＣ）には症例を提示・発表を行

う。また、１年次には、春期特別講座として、各診療科の救急におけるプライマリケアの実習及

び講義を行い、超音波研修の実習、ＣＴ読影実習、ＵＳ検査実習等を行う。２年間で６０回以上の

救命救急センター夜勤等の研修を実施し、そこで経験した特徴的な症例を毎月開催される救急症

例検討会で発表し、指導医の下で知識・対応方法の共有化を図る。

Ⅲ．プログラム運営のための組織と責任者
１．初期臨床研修のプログラムの作成、変更、運用は研修管理委員会が行う。研修管理委員会の

メンバーは委員長、副委員長、及び委員（病院長、協力型臨床研修病院の研修実施責任者、研

修協力施設の研修実施責任者、院外の有識者、院内診療科所属長（内科系、外科系、小児科系、

精神科系、麻酔科系、産婦人科系、歯科口腔外科、その他の診療科）、事務部門の責任者、看

護部門、薬剤部門、画像部門、検査部門の責任者、その他院長が必要と認めるものによって構

成される。研修管理委員会には研修医もオブザーバーとして参加する。

２．委員会は年３回以上開催し、プログラムの作成方針、作成、変更、運用に関する事項、研修

医の全般的な管理、研修医の研修状況の評価、研修指導部会・臨床研修センターに関する事項、

臨床研修病院としてのあり方等について審議する。

３．各診療科における研修は指導医が指導にあたる。

４．委員会において審議した結果は病院長に報告し、決裁を得て関係者全体に周知させる。

５．委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者を会議に出席させて、説明又は意見

を聞くことができる。

　○プログラム責任者

　　　鈴木　賢司　（臨床研修センター長、総合内科部長）
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ⅰ）研修管理委員会（平成２８年３月１日現在）

委 員 長 熊田　　卓 副院長（診療部統括）

副委員長 前田　敦行 外科部長

委 員 金岡　祐次 病院長（管理者）

河合　正巳 有識者（大垣市医師会）

田口　真源 大垣病院院長　　【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

吉村　　剛 西濃病院院長　　【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

関谷　道晴 養南病院院長　　【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

塚本　達夫 揖斐厚生病院院長【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

瀬古　　章 関ヶ原病院院長　【研修協力施設研修実施責任者】

横山　敏之 久美愛厚生病院副院長　【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

菅波　祐太 揖斐郡北西部地域医療副センター長【研修協力施設研修実施責任者】

黒木　嘉人 国民健康保険飛騨市民病院院長【協力型臨床研修病院研修実施責任者】

高井　輝雄 西美濃さくら苑施設長【研修協力施設研修実施責任者】

林　　勝知 岐阜県赤十字血液センター所長【研修協力施設研修実施責任者】

牛場　　誠 大垣市くすのき苑施設長【研修協力施設研修実施責任者】

梅村　昌宏 歯科口腔外科部長、大垣市民病院歯科口腔外科プログラム責任者

古井　俊光 産婦人科部長

鈴木　賢司 総合内科部長、臨床研修センター長、
大垣市民病院初期臨床研修プログラム責任者

中嶋　義記 小児科部長

進藤　　丈 呼吸器内科部長

重光希公生 呼吸器外科医長

高須　昭彦 麻酔科部長

富田　顕旨 精神神経科医長

小林　邦弘 事務局長、事務部門の責任者

兒門美也子 看護部長、看護部門の責任者

吉村　知哲 薬剤部長、薬剤部門の責任者

奥田　清司 診療検査科（検査）、検査部門の責任者

遠藤斗紀雄 診療検査科（画像）、画像部門の責任者

道鬼　富博 事務局庶務課長、事務部門

◆研修医は各学年代表者がオブザーバーとして参加する

ⅱ）指導体制

　　（１）研修医は単独で患者を受け持つことはできない。上級医・指導医監督のもとで診療する。

　　（２）上級医の上に、指導医、診療科所属長が位置づけられ屋根瓦方式の指導体制とする。
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◆各診療科指導責任者及び指導医（指導歯科医）

［大垣市民病院］（平成２８年３月１日現在）
　

診療科名 指導責任者（所属長） 指導医　※１
総合内科 鈴木　賢司 鈴木　賢司
糖尿病・腎臓内科 傍島　裕司 傍島　裕司

柴田　大河
藤谷　　淳
押谷　　創

血液内科 小杉　浩史 小杉　浩史
早川　正哉
井本　直人

神経内科 三輪　　茂 三輪　　茂
堀　　紀生

消化器内科 熊田　　卓 桐山　勢生
谷川　　誠
久永　康宏

呼吸器内科 進藤　　丈 進藤　　丈
安藤　守秀
白木　　晶

循環器内科 坪井　英之 坪井　英之
森島　逸郎
森田　康弘
吉田　路加

精神神経科 富田　顕旨 富田　顕旨
小児科 中嶋　義記 中嶋　義記

藤井秀比古
岩田　晶子
鹿野　博明

第２小児科（小児循環器） 倉石　建治 倉石　建治
西原　栄起
孫田みゆき
太田　宇哉
兵藤　玲奈

第２小児科（新生児） 伊東　真隆 伊東　真隆
外科 前田　敦行 亀井桂太郎

前田　敦行
高山　祐一
深見　保之

脳神経外科 鬼頭　　晃 槇　　英樹
野田　智文
山之内高志

心臓血管外科 玉木　修治 玉木　修治
横手　　淳
大河　秀行

呼吸器外科 重光希公生 重光希公生
形成外科 森島　容子 森島　容子

岩本　昌熙
整形外科 藤吉　文規 北田　裕之

嶋田　航也
皮膚科 高木　　肇 高木　　肇
泌尿器科 藤本　佳則 宇野　雅博

増栄　成泰
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産婦人科 木下　吉登 木下　吉登
伊藤　充彰

眼科 山田　博基 山田　博基
村田　一弘

頭頸部・耳鼻いんこう科 大西　将美 大西　将美
髙橋　洋城

麻酔科 高須　昭彦 高須　昭彦
救命救急センター 玉木　修治 坪井　重樹
放射線科 曽根　康博 曽根　康博
臨床病理科 岩田　洋介
歯科口腔外科 梅村　昌宏	 梅村　昌宏

大音　博之
　　※１　指導医：「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平成１５年６月１２日付け

医政発第０６１２００４号通知）におけるプライマリケアの指導方法等に関する講習会受講者（指導歯科医を除く）

［地域医療・精神科・地域保健］（平成２８年３月１日現在）

研修協力病院（施設名） 指導責任者（所属長） 指導医　※１
［地域医療］　揖斐厚生病院 塚本　達夫 西尾　公利

酒井　浩志
水草　貴久
後藤加寿美
古田　典夫
三輪　嘉明
右納　　隆
熊澤伊和生
伊藤　康久
白木　玲子
川瀬美千代
若原　和彦
竹内　秀行
中川　宗大
河合　隆雄
永井　　司
市川　賢吾
渡辺　一弘
所　　史隆
清水　靖子
大島　康司

［地域医療］　関ヶ原病院 瀬古　　章 瀬古　　章
松尾　　篤
桐井　宏和
高野　幸彦

［地域医療］　久美愛厚生病院 堀　　明洋 横山　敏之
森岡　　淳
杉山　和久
山本　昌幸
山田　勝己
長瀬　裕平
五藤　　弘
横畑　幸司　
田近　　徹
横山有見子
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［地域医療］　揖斐郡北西部地域 菅波　祐太 菅波　祐太医療センター
［地域医療］　国民健康保険 黒木　嘉人 黒木　嘉人
飛騨市民病院 工藤　　浩
［精神科］　大垣病院 田口　真源 田口　真源

鎌尾　貴裕
板谷　春樹
後藤　貴吉
纐纈多加志

［精神科］　西濃病院 吉村　　剛 富田　顕旨
［精神科］　養南病院 関谷　道晴 富田　顕旨
［地域保健］　岐阜県赤十字血液 林　　勝知 　　－センター
［地域保健］　西美濃さくら苑 高井　輝雄 　　－
［地域保健］　大垣市くすのき苑 牛場　　誠 　　－

　

ⅲ）各部署指導者（コメディカル）

　指導者は研修医を評価し、プログラム責任者に報告する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２８年３月１日現在）

部　署 指導者
看護部（看護部総括） 野田　洋子
看護部（救命救急センター） 日比　　香
看護部（中央手術室） 尾石　仁志
看護部（２病棟６階） 谷　　幸代
看護部（３病棟８階） 志知　久美
薬剤部 大月　千祐
診療検査科（画像） 川地　俊明
診療検査科（検査） 三田村桂二
臨床工学技術科 山田　哲也
事務局 冨田　孝道

Ⅳ．定員・採用方法・研修期間
　　（１）定　　員：医科１８名

　　（２）採用方法：面接及び書類審査

　　（３）研修期間：（平成２８年度採用者の場合）

　　　　　　　　　　　平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日までの２年間
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Ⅴ．教育課程
１．研修方式

ア　１年目（内科系、救急、外科系、小児科系、麻酔科）

　　２週間の基本研修後、必修科目である内科系（糖尿病・腎臓内科、血液内科、神経内科、

消化器内科、循環器内科、呼吸器内科）を６か月、救急を１か月、当プログラム必修科目で

ある外科系※（外科、脳神経外科、胸部外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、皮膚科、頭

頸部・耳鼻いんこう科、眼科）を５か月、麻酔科を２か月、小児科系※（小児科、第２小児

科）を１．５か月、産婦人科を１か月研修する。また、地域保健研修（献血業務）を外科系・

小児科系研修中に２～３回行う。

イ　２年目（地域医療、産婦人科、精神科、救急部門、麻酔科、通院治療センター選択科目）

　　必修科目である地域医療（１か月：「揖斐厚生病院」、「久美愛厚生病院」、「関ヶ原病院」、

「揖斐郡北西部地域医療センター」「国民健康保険飛騨市民病院」から選択）、当プログラ

ム必修科目である産婦人科１か月、精神科（０．５か月：「大垣病院」「西濃病院」「養南病院」

から選択）、救急部門０．５か月の研修を行う。麻酔科、通院治療センターについては志望科

により一定期間の研修を行う。

　　選択科目は当院では総合内科、糖尿病・腎臓内科、血液内科、神経内科、消化器内科、循

環器内科、呼吸器内科、放射線科、精神科、小児科、第２小児科、産婦人科、外科、脳神経

外科、胸部外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、頭頸部・耳鼻いんこう科、

麻酔科、救命救急センター、臨床病理科、歯科口腔外科、通院治療センターが選択できる他、

地域医療、地域保健（介護老人保健施設「西美濃さくら苑」、特別養護老人ホーム「くすのき苑」

の中から選択）がある。選択は自由であるが、原則として１科目最低２週間以上の研修を行

い、各診療科において臨床研修の到達目標を達成できるよう科目を選択する。

　※外科系研修、小児科系研修を「選択必修科目」として扱う。

２．各診療科で行われる検討会、研究会に積極的に参加する。また、地域医師、医師会を含めた

医学会にも参加し討論に加わる。

３．臨床病理検討会（ＣＰＣ）には研修管理委員会、病理専門医、各科指導医の指導のもとに、

２～３人で症例を呈示し発表する。開催は原則奇数月とし、年６回以上開催する。

４．基本研修、春期特別講座（各診療科の救急におけるプライマリケアの実習及び講義）、ＣＴ

検査の読影実習、ＵＳ検査の実習等を行う。

Ⅵ．救命救急センターの夜勤等（土日祝の日勤含む）の研修
１．１年目研修医（歯科研修医除く）は、研修開始から初年次の５月連休期間まで、上級医等の

指導のもと救命救急センターの夜勤等（土日祝の日勤含む）の見習い研修をする。見習い期間

終了後に、研修医の当番枠として夜勤等の業務に入る。

２．救命救急センターの夜勤等に関する諸規定は別に定める。（救命救急センター規定集：院内

掲示板－救命救急センター参照）
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３．２年間を通じて夜勤等の研修を合計６０回以上（月３回以上、約２０か月）行うものとする。

※なお、夜勤時間帯終了後は、原則として帰宅すること。時間外勤務をした場合には、所定の手

続きにより、時間外勤務手当を支給する。

Ⅶ．初期臨床研修到達目標とその評価
　研修医は初期臨床研修プログラムに記載されている各診療科での目標達成に向け、カリキュラ

ムに沿って研修を実施する。各診療科での研修終了時にはＥＰＯＣにて自己評価を行う。また、

指導医は研修医が到達目標を達成できるよう援助し、ＥＰＯＣにて研修医の評価を行う。

Ⅷ．プログラム修了の認定
　各研修医から到達目標が達成されたことを申告されたとき、病院長が研修管理委員会の意見に

基づき修了を認定し「修了証書」を授与する。

Ⅸ．プログラム修了後のコース
　研修医は初期臨床研修修了後、後期臨床研修プログラムに従って本院スタッフとなることも可

能である。採用は病院長が研修管理委員会の意見に基づき決定する。採用人数は各診療科の事情

により異なるが、期間は３年である。

Ⅹ．研修医の処遇
１．身　　分：常勤嘱託医

２．給 与 等：１年目　大垣市職員の給与に関する条例　医療職給料表（１）級２５号給相当

　　　　　　：２年目　大垣市職員の給与に関する条例　医療職給料表（１）級２９号給相当

３．諸 手 当：扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間等

業務手当（予定）等を支給。算定方法については大垣市職員に準じる

４．勤務時間：午前８：３０～午後５：１５（時間外勤務あり）

５．休　　暇：年次有給休暇　１月１日～１２月３１日までの期間に２０日（研修開始日から年末まで

の月数に応じた日数）ほか夏季休暇、忌引休暇、産前産後等特別休暇

６．救急夜勤等：あり。１か月につき５～６回（準直を含む）。地域医療研修期間は免除

７．宿 舎 等：希望者には医師住宅あり。医師住宅に入居しない者には住宅手当あり

８．社会保険：公的医療保険＝政府管掌健康保険、公的年金保健＝厚生年金保険

９．労働保険：１年目＝労働者災害補償保険法、２年目＝地方公務員災害補償保険法

１０．健康管理：健康診断　年１回

１１．医師賠償責任保険の扱い：個人加入（任意）

１２．外部の研修活動：学会、研究会への参加は条件付きで旅費・参加費等を支給
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Ⅺ．大垣市民病院の概要
　昭和３４年１０月１日、健康保険法の改正によって国民皆保険が実施され、当時岐阜県厚生農業協

同利用組合連合会立病院であった西濃病院は大垣市に譲渡され、市民病院として新しい第一歩を

踏み出した。

　以後、進歩する医学、医術、多様化する住民の医療需要に対応しながら堅実な歩みを続け、岐

阜県西部の西濃圏域医療圏（人口約４０万人）の中核的基幹病院として地域住民の厚い信頼を得、

今日に至っている。

　総病床数９０３床、１日平均外来患者数２，３２０人、常勤医師数１９９人、診療科目数２８を数え県下随

一の大規模病院となっている。

　徹底した専門医療により「患者中心の医療・良質な医療」をめざしてきた当院であるが、専門

各分野の谷間となる医療をカバーして、いっそう患者のニーズに応えるために平成７年に外来新

病棟を新設した。これに並行して、当院特有の卒後研修方式を発足させ、今日に至っている。

　日常の診療行為のレベルを上げて維持するためにアカデミックな面が重視されており、学会、

研究会などへも積極的に参加している。書籍・論文数及び学会・研究会の演題数は多数に上り、

多くの学会の認定・教育指定病院でもある。

１　診療科目：（平成２7年７月現在）

　総合内科、糖尿病・腎臓内科、血液内科、神経内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内

科、精神神経科、小児科、第２小児科（小児循環器科・新生児科）、外科、消化器外科、小

児外科、乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科（胸部外科）、呼吸器外科、形成外科、整形

外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部・耳鼻いんこう科、歯科口腔外科、放射

線科、リハビリテーション科、麻酔科

［救命救急センター、集中治療室、健康管理センター、透析センター、新生児集中治療室、

新生児治療回復室、通院治療センター］

２　機関指定等：（平成２7年７月現在）

　保険医療機関、国民健康保険療養取扱機関、労災保険指定病院、救急告示病院、児童福祉

法による助産施設、生活保護法指定病院、指定養育医療機関、母体保護法指定医、身体障害

者福祉法指定医、原子爆弾被害者一般疾病指定病院、特定疾患治療研究受託病院、地域災害

医療センター指定病院、第二種感染症指定医療機関、指定自立支援医療機関（腎臓、整形外

科、口腔、心臓脈管外科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、小腸、免疫、精神通院に関する）

指定病院、原子爆弾被害者に対する援護に関する法律指定医療機関、透析療法従事職員研修

実習施設病院、歯科医師臨床研修施設、医師臨床研修施設、岐阜県特定不妊治療費助成事業

医療機関、地域がん診療連携拠点病院、小児救急医療拠点病院、エイズ治療の拠点病院、岐

阜県地域周産期母子医療センター認定施設、地域医療支援病院、地域災害拠点病院、岐阜Ｄ

ＭＡＴ指定病院、難病の患者に対する医療等に関する法律指定医療機関、指定小児慢性特定

疾病医療機関
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３　教育指定等：（平成２7年７月現在）

　日本内科学会認定医制度教育病院、日本消化器病学会専門医制度認定施設、日本消化器内

視鏡学会専門医制度認定施設、日本肝臓学会認定施設、日本循環器学会認定循環器専門医研

修施設、日本眼科学会専門医制度研修施設、日本耳鼻咽喉科学会認可専門医研修施設、日本

外科学会外科専門医制度修練施設、日本口腔外科学会専門医制度認定研修施設、日本消化器

外科学会専門医修練施設、日本救急医学会救急科専門医指定施設、日本麻酔科学会麻酔科認

定病院、日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設、日本呼吸器学会認定施設、日本産科

婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設、日本アレルギー学会認定教育施設、日本透析医学

会専門医制度認定施設、日本糖尿病学会認定教育施設、日本集中治療医学会専門医研修施設、

日本呼吸器内視鏡学会認定医制度認定施設、日本血液学会認定血液研修施設、日本臨床細胞

学会認定施設、日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設、日本臨床腫瘍学会認定研修施設、

認定臨床微生物検査技師制度研修施設、三学会構成心臓血管外科専門医認定機構認定基幹施

設、日本病院薬剤師会がん専門薬剤師研修施設、日本がん治療認定医機構認定研修施設、日

本小児循環器学会認定小児循環器専門医修練施設、日本肝胆膵外科学会高度技能医修練施設

Ａ、日本気管食道科学会認定気管食道科専門医研修施設、日本輸血細胞治療学会認定医制度

指定施設、日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼働施設、日本高血圧学会専門医認定施設、認定輸

血検査技師制度指定施設、日本形成外科学会認定医研修施設、日本整形外科学会専門医制度

研修施設、日本心臓血管麻酔専門医認定施設、学会認定・輸血看護師制度指定研修施設、日

本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関、日本緩和医療学会認定研修施設、日本静脈

経腸栄養学会実地修練認定教育施設、日本心血管インターベンション学会認定研修施設、日

本周産期・新生児医学会周産期母体・胎児専門医制度暫定研修施設、日本小児科学会専門

医制度研修施設、日本神経学会認定医制度教育関連施設、日本泌尿器科学会専門医教育施

設、日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所、日本精神神経学会認定医精神科専門

医制度研修施設、日本皮膚科学会認定専門医研修施設、胸部ステントグラフト実施施設、呼

吸器外科専門医制度基幹施設、日本病理学会研修登録施設、日本不整脈学会・日本心電学会

認定不整脈専門医研修施設、日本腎臓学会研修施設、日本小児科学会専門医制度研修支援施

設、日本消化器がん検診学会認定指導施設、日本東洋医学会研修施設、日本輸血細胞治療学

会I&A認定施設、腹部大動脈瘤ステントグラフト実施施設、日本胆道学会認定指導医制度指

導施設、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラント実施施設、日本乳房

オンコプラスティックサージャリー学会エキスパンダー実施施設
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２　各診療科における研修可能な到達目標
　全ての研修医にとって必要な初期診療の基本的診療に関する知識、技能の２年間に習得すべきレ

ベルを設定し、医師に必要な基本的態度を養う。おのおのの目標の到達度は以下の基準に従って研

修医自身が自己評価し、指導医の総合評価を受ける。

　Ａ：満足できる、Ｂ：ほぼ満足できる、Ｃ：満足できない、ＮＥ：経験の機会なく評価不能（Ｎ

Ｅの場合はＣ欄に「ＮＥ」と記載）

Ⅰ　行動目標
医療人として必要な基本姿勢・態度

１．患者－医師関係：患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立するために、

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが
実施できる。

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。

２．チーム医療：医療チームの構成員としての役割を理解し、保健・医療・福祉の幅広い職種か

らなる他のメンバーと協調するために、

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。

３．問題対応能力：患者の問題を把握し、問題対応型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習

慣を身に付けるために、

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断でき
る（EBM=Evidence	Based	Medicineの実践ができる）。

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。
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４．安全管理：患者および医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身に付け、

危機管理に参画するために、

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。

２）医療事故防止及び事故後の対応について、マニュアルなどに沿って行動できる。

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む。）を理解し、実施できる。

５．症例呈示：チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を行う

ために、

１）症例呈示と討論ができる。

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。

６．医療の社会性：医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献するために、

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。

４）医薬品や医療用具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。

Ⅱ　経験目標
Ａ．経験すべき診療法・検査・手技

１．医療面接：患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報を得られるような医

療面接を実施するために、

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキル
を身に付け、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握できる。

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取
と記録ができる。

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。
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２．基本的な身体診察法：病態の正確な把握ができるよう、全身にわたる身体診察を系統的に実

施し、記載するために、

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（乳房の診察を含む。）ができ、記載できる。

４）腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。

５）泌尿・生殖器の観察（産婦人科的診察を含む。）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。

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む。）ができ、記載できる。

９）精神面の診察ができ、記載できる。

３．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、

A……自ら実施し、結果を解釈できる。

その他…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

A　４）血液型判定・交差適合試験

A　５）心電図（１２誘導）、負荷心電図

　　６）動脈血ガス分析

　　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）
　　　　・簡単な細菌学的検査（グラム染色など）　

　　１０）肺機能検査
　　　　・スパイロメトリー

　　１１）髄液検査

　　１２）細胞診・病理組織検査
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　　１３）内視鏡検査

A　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

　　１９）核医学検査

　　２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）

必修項目　下線の検査について経験があること
　＊「経験」とは受け持ち患者の検査として診療に活用すること
　　Aの検査で自ら実施する部分については、受け持ち症例でなくてもよい

　

４．基本的手技：基本的手技の適応を決定し、実施するために、

１）気道確保を実施できる。

２）人工呼吸を実施できる。（バッグマスクによる徒手換気を含む）

３）心マッサージを実施できる。

４）圧迫止血法を実施できる。

５）包帯法を実施できる。

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施できる。

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。

１０）導尿法を実施できる。

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。

１２）胃管の挿入と管理ができる。

１３）局所麻酔法を実施できる。

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。

１６）皮膚縫合法を実施できる。

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。
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１８）気管挿管を実施できる。

１９）除細動を実施できる。

必修項目　下線の手技を自ら行った経験があること

５．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、

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロ
イド薬、解熱薬、麻薬、血液製剤を含む。）ができる。

３）基本的な輸液ができる。

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

６．医療記録：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、

１）診療録（退院時サマリーを含む。）をPOS（Problem	Oriented	System）に従って記載
し管理できる。

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。

３）診断書、死亡診断書、死体検案書その他の証明書を作成し、管理できる。

４）CPC（臨床病理検討会）レポートを作成し、症例呈示できる。

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。

７．診療計画：保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）を作成できる。

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。

３）入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含む。）。

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮に入れた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会
復帰、在宅医療、介護を含む。）へ参画する。

必修項目
　１）診療録の作成
　２）処方箋・指示書の作成
　３）診断書の作成
　４）死亡診断書の作成
　５）CPCレポート（※）の作成、症例呈示（※CPCレポートとは、剖検報告のこと。）
　６）紹介状、返信の作成
　上記１）～６）を自ら行った経験があること
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Ｂ．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

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

１）全身倦怠感

２）不眠

３）食欲不振

４）体重減少、体重増加

５）浮腫

６）リンパ節腫脹

７）発疹

８）黄疸

９）発熱

１０）頭痛

１１）めまい

１２）失神

１３）けいれん発作

１４）視力障害、視野狭窄

１５）結膜の充血

１６）聴覚障害

１７）鼻出血

１８）嗄声

１９）胸痛

２０）動悸

２１）呼吸困難

２２）咳・痰

２３）嘔気・嘔吐

２４）胸やけ

２５）嚥下困難

２６）腹痛



－16－

２７）便通異常（下痢、便秘）

２８）腰痛

２９）関節痛

３０）歩行障害

３１）四肢のしびれ

３２）血尿

３３）排尿障害（尿失禁・排尿困難）

３４）尿量異常

３５）不安・抑うつ

２．緊急を要する症状・病態

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

１）心肺停止

２）ショック

３）意識障害

４）脳血管障害

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）流・早産及び満期産

１２）急性感染症

１３）外傷

１４）急性中毒

１５）誤飲、誤嚥

１６）熱傷

１７）精神科領域の救急
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３．経験が求められる疾患・病態

　※全疾患（８８項目）のうち７０％以上を経験することが望ましい

必修項目　
１．A疾患については入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポー
トを提出すること
２．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
ること
３．外科症例（手術を含む）を１例以上受け持ち、診断、検査、術後管理等について症
例レポートを提出すること

⑴　血液・造血器・リンパ網内系疾患

B　１）貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血）

　　２）白血病

　　３）悪性リンパ腫

　　４）出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）

⑵　神経系疾患

A　１）脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）

　　２）認知症性疾患

　　３）脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫）

　　４）変性疾患（パーキンソン病）

　　５）脳炎・髄膜炎

⑶　皮膚系疾患

B　１）湿疹・皮膚炎群（接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎）

B　２）蕁麻疹

　　３）薬疹

B　４）皮膚感染症
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⑷　運動器（筋骨格）系疾患

B　１）骨折

B　２）関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靱帯損傷

B　３）骨粗鬆症

B　４）脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）

⑸　循環器系疾患

A　１）心不全

B　２）狭心症、心筋梗塞

　　３）心筋症

B　４）不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）

　　５）弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）

B　６）動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）

　　７）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　８）高血圧症（本態性、二次性高血圧症）

⑹　吸器系疾患

B　１）呼吸不全

A　２）呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）

B　３）閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症）

　　４）肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）

　　５）異常呼吸（過換気症候群）

　　６）胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）

　　７）肺癌
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⑺　消化器系疾患

A　１）食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎）

B　２）小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）

　　３）胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎）

B　４）肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、
薬物性肝障害）

　　５）膵臓疾患（急性・慢性膵炎）

B　６）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）

⑻　腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む。）疾患

A　１）腎不全（急性・慢性腎不全、透析）

　　２）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）

　　３）全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）

B　４）泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症）

⑼　妊娠分娩と生殖器疾患

B　１）妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥）

２）女性生殖器及びその関連疾患（月経異常（無月経を含む）、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）

B　３）男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍）

⑽　内分泌・栄養・代謝系疾患

　　１）視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）

　　２）甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）

　　３）副腎不全

A　４）糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）

B　５）高脂血症　　

　　６）蛋白及び核酸代謝異常（高尿酸血症）
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⑾　眼・視覚系疾患

B　１）屈折異常（近視、遠視、乱視）

B　２）角結膜炎

B　３）白内障

B　４）緑内障

　　５）糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化

⑿　耳鼻・咽喉・口腔系疾患

B　１）中耳炎

　　２）急性・慢性副鼻腔炎

B　３）アレルギー性鼻炎

　　４）扁桃の急性・慢性炎症性疾患

　　５）外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物

⒀　精神・神経系疾患

　　１）症状精神病

A　２）認知症（血管性認知症を含む）

　　３）アルコール依存症

A　４）うつ病

A　５）統合失調症（精神分裂病）

　　６）不安障害（パニック症候群）

B　７）身体表現性障害、ストレス関連障害

⒁　感染症

B　１）ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺
炎）

B　２）細菌感染症（ブドウ球菌、MRSA、A群レンサ球菌、クラミジア）

B　３）結核

　　４）真菌感染症（カンジダ症）

　　５）性感染症

　　６）寄生虫疾患
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⒂　免疫・アレルギー疾患

　　１）全身性エリテマトーデスとその合併症

B　２）慢性関節リウマチ

B　３）アレルギー疾患

⒃　物理・化学的因子による疾患

　　１）中毒（アルコール、薬物）

　　２）アナフィラキシー

　　３）環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）

B　４）熱傷

⒄　小児疾患

B　１）小児けいれん性疾患

B　２）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）

　　３）小児細菌感染症

B　４）小児喘息

　　５）先天性心疾患

⒅　加齢と老化

B　１）高齢者の栄養摂取障害

B　２）老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥創）

Ｃ　特定の医療現場の経験

　必修項目にある現場の経験とは、各現場における到達目標の項目のうち一つ以上経験すること。

⑴　救急医療：生命や機能的予後に係わる、救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）重症度及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。
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４）二次救命処置（ACLS=Advanced	Cardiovascular	Life	Support、呼吸・循環管理を含
む）ができ、一次救命処置（BLS=Basic	Life	Support）を指導できる。
　※ACLSは、バッグ・バルブ・マスク等を使う心肺蘇生法や除細胞、気管挿管、薬剤
投与等の一定のガイドラインに基づく救命処置を含み、BLSには、気道確保、心臓
マッサージ、人工呼吸等の、機器を使用しない処置が含まれる。

５）頻度の高い救命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。

７）大災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握できる。

必修項目　救急医療の現場を経験すること

⑵　予防医療：予防医療の理念を理解し、地域や臨床の場での実践に参画するために、

１）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。

２）性感染症予防、家族計画を指導できる。

３）地域・産業・学校保健医療に参画できる。

４）予防接種を実施できる。

必修項目　予防医療の現場を経験すること

⑶　地域保健・医療：地域保健・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、

１）保健所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む）について理解し、実践する。

２）社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。

３）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。

４）へき地・離島医療について理解し、実践する。

必修項目　へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会
福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等の地域保健・
医療の現場を経験すること

⑷　周産・小児・成育医療：周産・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

的に対応するために、

１）周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療が提供できる。

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）虐待について説明できる。

４）学校、家庭、職場環境に配慮し、地域との連携に参画できる。
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５）母子健康手帳を理解し活用できる。

必修項目　周産・小児・成育医療の現場を経験すること

⑸　精神保健・医療：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、

１）精神症状の捉え方の基本を身に付ける。

２）精神疾患に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。

３）デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する。

必修項目　精神保健福祉センター、精神病院等の精神保健・医療の現場を経験すること

⑹　緩和・終末期医療：緩和・終末期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、

１）心理社会的側面への配慮ができる。

２）基本的な緩和ケア（WHO方式がん疼痛治療法を含む）ができる。

３）告知をめぐる諸問題への配慮ができる。

４）死生観・宗教観などへの配慮ができる。

必修項目　臨終の立ち会いを経験すること
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３　各診療科の基礎的到達目標・カリキュラム
1　総合内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　医師として必要な診察能力、診断能力と専門科への適切な紹介の仕方を修得する。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

　①問診、身体的所見を正しくとることができる。

　②得られた所見をPOSシステムに則って正しく記載できる。

　③問診、身体的診察で得た情報から、鑑別診断を列挙し必要な検査を計画できる。

　④検査結果の解釈ができる。

　⑤必要に応じて、専門科に適切に紹介できる。

　⑥適切な治療計画を作成できる。

Ⅲ．方略
　新患患者、別科患者の診察、検査計画を立てる。検査結果を解釈し、治療計画を立てる。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

　①内科系疾患　一般

Ⅴ．評価
①問題対応能力、症例呈示、医療面接、身体診察法、基本的な臨床検査、基本的手技、基本的治

療法、医療記録、診療計画－面接
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Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前
午　前 外来 外来 外来 外来 外来
午　後 外来 外来 外来 外来 外来
時間外

Ⅶ．総合内科の紹介
　当院では初診患者の振り分けを行うために平成１６年４月に総合内科が設置された。

　その役割から、総合内科は①診断学の専門科としての貢献、②各診療科間のネットワークの形

成、③総合的（全人的）な見地からのアプローチ、④対症療法を含めた一般内科的疾患への対応

などを担当することになる。

　

Ⅷ．指導責任者
　鈴木　賢司（所属長）

　指導医資格保持者

　鈴木　賢司

Ⅸ．EPOC該当項目
	

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ×

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ×

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ×

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ×

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ×

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ×

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ×

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×

３．問題対応能力�

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。（EBM
の実践ができる）	 ×

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ×

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ×

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ×

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ×

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ×
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３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ×

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ×

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ×

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ×

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 ×

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ×

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ○

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ○

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ○

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ○

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ×

３．基本的な臨床検査

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）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ×

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

１２）細胞診・病理組織検査 ×

１３）内視鏡検査 ×
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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 ×

１９）核医学検査 ×

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ×

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、
麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ×

３）基本的な輸液ができる。 ×

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ×

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ×

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ×

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ×

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ×

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ×
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３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ×

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ×
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2　糖尿病・腎臓内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　医師として必要な基本的診療態度を身に付け、糖尿病・代謝・内分泌疾患及び腎疾患・透析患

者の病態が把握でき、検査・診断法及び治療に関する基本的知識と、緊急の事態にも対応できる

診療技術を習得する。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①糖尿病診断基準を理解し、必要に応じ糖負荷試験を行い評価できる。

②糖尿病の病型・病態分類を理解し、必要な諸検査を行いその評価ができる。

③血糖コントロール状態を評価することができる。

④末梢神経障害の評価に必要な理学的所見をとり、評価することができる。

⑤網膜症の病期を理解することができる。

⑥負荷心電図や心筋シンチグラムで虚血性心疾患の評価ができる。

⑦動脈硬化の客観的評価法を理解できる。

⑧食品交換表に基づいた食事療法の指示ができる。

⑨腎症の各段階に応じた塩分、蛋白制限の指示ができる。

⑩歩数計、脈拍測定を用いて適切な運動療法の指導ができる。

⑪合併症に応じた運動制限の必要性が指導できる。

⑫種々の経口糖尿病薬について、病態に応じた使用ができる。

⑬糖尿病ケトアシドーシスの診断ができる。

⑭非ケトン性高浸透圧昏睡の診断ができる。

⑮低血糖に対し適切な処置と指導ができる。

⑯１型糖尿病の強化インスリン療法の基本が理解できる。

⑰感染合併例に対し適切なインスリン治療ができる。

⑱２型糖尿病のインスリン治療の適応を判断し、指導ができる。

⑲腎症に対し適切な薬物療法と生活指導ができる。

⑳末梢神経障害に対し適切な薬物療法と生活指導ができる。

�高血圧に対し適切な薬物療法と生活指導ができる。

�高脂血症の鑑別ができ、適切な薬物療法と生活指導ができる。

�１つのテーマについて糖尿病教室で実際の講義が担当できる。

�自己血糖測定の必要性を患者に理解させ指導できる。

�患者にあった指導の方法や目標をコ・メディカルに具体的に指示できる。

�糖尿病合併妊娠の管理の必要性が理解できる。

�甲状腺の触診ができる。
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�甲状腺機能亢進症の鑑別診断と内科的、外科的治療の適応が判断できる。

�甲状腺機能低下症の鑑別診断と内科的治療ができる。

�甲状腺の腫瘤性病変の鑑別と外科的治療の適応が判断できる。

�各種下垂体ホルモンの負荷試験の適応が判断できる。

�腹部超音波で腎の異常が指摘できる。

�シャント血管造影上の異常が指摘できる。

�血管造影の介助ができる。

�腎生検の適応が判断できる。

�腎生検の介助ができる。

�腎不全の鑑別ができる。

�一次性糸球体腎炎の治療法を理解している。

�透析療法適応の判断ができる。

�HD、HF、HDFの違いが理解できる。

�シャントの走行、穿刺方法が理解できる。

�HD患者の血液検査値異常が判断できる。

�PD患者の血液検査値異常が判断できる。

�PDの原理が理解できる。

�標準的な輸液が処方できる。

�腎不全患者の輸液が処方できる。

�腎疾患に適した降圧剤の処方ができる。

�透析用temporary	catheterが挿入できる。

�透析患者に対する使用禁忌の薬剤を理解している。

＜やや専門的な内容として＞

糖尿病・代謝・内分泌分野

①糖尿病教室・栄養指導、合併症検査とその治療、病診連携による患者紹介までの診療を担当

する。

②外来でのインスリン導入患者を指導・監督する。

③糖尿病教室にて講師として患者指導にあたる。

④教育入院患者を主治医として担当する。

⑤自己血糖測定を含む強化インスリン療法の導入による血糖コントロール法を管理する。

⑥ケトアシドーシス、高浸透圧性昏睡、乳酸アシドーシスなどの急性合併症に対するインスリ

ン療法を行う。

⑦糖尿病腎症・腎不全患者の透析療法導入を行う。

腎臓分野

①一定の時間内に相当数の外来患者を診療できる能力を身に付ける。

②１０人前後の入院患者を指導医のもとに主治医として受け持つ。
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③患者及び家族と良好な関係をつくることができる。

④腎生検を施行することができる。

⑤腎疾患に対する適切な治療方針を立て、投薬や点滴の処方、中心静脈栄養などができる。

⑥慢性腎疾患患者の生活指導ができる。

⑦血液透析患者特有の病態や合併症を理解し、血液透析の導入を行う。

Ⅲ．方略
①オリエンテーション　第１日目　８：１５から　糖尿病・腎臓内科外来

②病棟および外来研修

　１）指導医／上級医とともに入院患者を副主治医として担当する。

　２）症例検討会で発表・討議する。

　３）指導医／上級医とともに検査・カテーテル治療に参加する。

　４）指導医／上級医のもと、外来新患患者の診察、検査指示を行う。

　５）指導医／上級医とともに透析センターの回診、指示を行う。

　６）指導医／上級医とともに副科患者の副主治医として担当する。

　７）指導医のもと糖尿病教室の講師を担当する。

③救急研修

　１）指導医／上級医のもと救急患者の初期対応を行う。

　２）その後、入院した場合副主治医として担当する。

④外来検討会、病棟検討会に参加する。

⑤レクチャー、自主学習

　１）糖尿病・内分泌分野の基本的診療

　２）腎疾患の基本的診療

⑥抄読会に参加し、研修中に担当する。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

①糖尿病

②高血圧症

③脂質異常症

④メタボリック症候群

⑤甲状腺機能異常症

⑥下垂体疾患

⑦慢性腎不全

⑧慢性糸球体疾患

⑨急性腎不全
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⑩透析導入症例

⑪シャントトラブル

⑫電解質異常

Ⅴ．評価
①医師としての基本姿勢、診療態度・チーム医療－自己記録・観察記録

②担当した患者の疾患・症例、経験すべき疾患－レポート・観察記録

③経験した手技－観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前

午　前 回診 回診
血管造影

回診
シャント手術

回診 総回診

午　後 糖尿病教室
レクチャー

糖尿病教室
レクチャー
腎生検

糖尿病教室
内シャント手術

糖尿病教室
CAPD

糖尿病教室

時間外 副科回診 病棟検討会
フットケア検討会

多職種検討会 外来検討会
抄読会

Ⅶ．糖尿病・腎臓内科の紹介
　糖尿病・代謝・内分泌内科と腎臓内科の２つの内科領域を担当している。糖尿病腎症、電解質

異常、２次性高血圧など両分野にわたる疾患は多く、両分野の協力のもと専門性の高い医療を提

供している。

①糖尿病・代謝・内分泌分野

　西濃医療圏の中核病院として糖尿病をはじめとする代謝内分泌疾患の診療を行っている。日

本糖尿病学会の教育指定病院でもあり、特に糖尿病の診療には力を入れている。インスリン使

用患者数・血糖自己測定患者数は全国でも有数である。

　初診の糖尿病患者は年間約３００人。通院中の糖尿病患者は約４０００人。インスリン、GLP-1受

容体作動薬自己注射患者は１３００人以上で、うち７０％が血糖自己測定を行っている。糖尿病の治

療は患者自身が糖尿病とその治療法の正しい知識を持ち、それを実施するという自己管理が最

も重要で、その中心が糖尿病教育・患者指導である。教育チームは医師・看護師・栄養士・薬

剤師・検査技師・理学療法士から構成され、外来での糖尿病教室、教育入院、個別指導を行い、

定期的に検討会を開く。外来糖尿病教室は、３回を１クールとし、平均１０人程度参加。教育入

院はその目的によって１～２週間、教育入院を含めた入院患者数は年間約２００人。インスリン

治療の新規導入者は年間約１００人で、入院での導入が多いが外来でも可能である。糖尿病合併

症の予防と治療が大切であり、末梢神経障害は神経伝導速度、振動覚計、心拍変動などで評価

し、腎症は蓄尿法による腎機能、微量アルブミン尿検査を外来でも定期的に行っている。動脈
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硬化に伴う合併症も重要で、負荷心電図、MDCT心筋シンチグラム、冠動脈造影は循環器内

科と協力して行っている。足病変・足壊疽の治療・予防にはABI、PWV、サーモグラフィで

評価しフットケアを指導している。

　内分泌疾患では甲状腺疾患が最も多く、バセドウ病、慢性甲状腺炎、機能低下症の診断治療

の他、結節性病変には吸引細胞診や超音波、シンチグラムで診断し頭頚部・耳鼻咽喉科と協力

し適宜手術を行う。その他クッシング病、ACTH欠損症、下垂体機能不全、尿崩症、アジソ

ン病、ヘモクロマトーシス、アルドステロン産生腫瘍などの治療経験もある。

②腎臓分野

　蛋白尿、血尿を中心にした検尿異常から末期腎不全まで包括的に診断・治療できる体制に

なっている。腎生検の症例数は年間４０－５０例でIgA腎症、MCNS、FSGS、膜性腎症、ANCA

関連腎炎などが多く、名古屋大学腎臓内科とも連携し治療方針を決定している。血液透析は

昭和44年から開始し、岐阜県下でもっとも早くから透析医療を行っている病院の一つであ

り、年間透析導入例が年間６０例を超え、腹膜透析も常時２０例程度を抱える県内でも透析医療の

中心的役割を担う病院である。血液透析だけではなく最近では家族性高脂血症に対するLDL	

apheresisや種々の自己免疫疾患に対する血漿交換療法（DFPPなど）、消化器内科と協力して

潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法など多彩な血液浄化療法をも行っている。また当科でも

ほぼ毎週シャント造設術、シャント造影、PTAを行い、temporary	catheterを挿入しての緊

急透析の機会も多く、aggressiveな研修を行うには適した病院である。

Ⅷ．指導責任者
傍島　裕司（所属長）

指導医資格保持者

傍島　裕司、柴田　大河、藤谷　淳、押谷　創

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ○

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ○

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ○

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ○

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ○

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。	 ○

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ○

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×
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３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる（EBM
の実践ができる）。 ○

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ○

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ○

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ○

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ○

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる ○

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ○

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ○

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ○

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ×

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理・生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 ○

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ○

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ×

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ×

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ×

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ×

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ×

３．基本的な臨床検査

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 ×
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５）心電図（１２誘導）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ×

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

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 ×

１９）核医学検査 ×

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ○

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱
薬、麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ○

３）基本的な輸液ができる。 ○
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４）輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について理解し、輸血が実施できる。 ○

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ○

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ○

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ○

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ○

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ○

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ○

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ○
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3　血液内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　血液疾患の診断・治療過程に指導医のもと参加して、プライマリケアに必要な血液疾患の基本

的な診断・治療法のみならず、臨床領域全般に関わる輸血療法・医療従事者としての院内感染対

策・臨床腫瘍学・終末期ケア・死の臨床医学の基本を身につける。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①様々な受診動機から、現病歴、理学所見等から血液疾患の可能性を疑診することができる。

②適切な検査計画を立案し、遅滞なく確定診断に導くことができる。

③確定診断に基づき、標準治療や標準的治療を中心に最適な治療方針をカンファレンスで提案

できる。

④患者・家族の心理的・社会的背景を把握・理解したうえで、診断過程・治療方針説明・治療

経過説明など、適切に担当医師として説明を行い、良好な信頼関係が保てる。

⑤血液学において必要な血液検査を実施し、適切に解釈できる。

⑥US、CT、PET/CTなど画像診断を読影し解釈できる。

⑦生検部位の決定や生検結果の解釈が適切に行える。

⑧造血器腫瘍における標準的な化学療法を理解できる。

⑨抗がん剤治療の副作用評価が適切に行える。

⑩輸血に関する諸検査、同意説明、副作用対策・副作用報告などを理解し、上級医の指導のも

とで、実施できる。

⑪腫瘍崩壊症候群、DIC、oncological	emergencyなどの血液学固有の緊急症候に対して、上

級医の指導のもとで、適切に診断・治療が行える。

⑫血液疾患の治療に必要な多職種チーム（NST、緩和ケア、ICTなど）と適切に連携をとり、

最適な方法を決定できる。

＜やや専門的な内容として＞

①造血器腫瘍における、形態診断、FACS、染色体検査などを理解・解釈し、臨床病期決定、

予後リスク別層別化治療が適用できる。

②抗がん剤の知識を習得し、個別の特徴を理解した上で、上級医の指導のもとで、適切に取り

扱うことができる。

③ASCOやNCCNガイドラインなどに準拠して、化学療法に必要な支持療法を、上級医の指

導のもとで適切に実施できる。

④化学療法における治療効果判定が適切に行える。

⑤再生不良性貧血や骨髄異形成症候群などの造血障害を診断し、上級医の指導のもとで、適切

に治療が行える。
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⑥溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病などの免疫学的血液疾患を診断し、上級医の指導の

もとで、適切に治療が行える。

⑦血友病などの凝固障害を診断し、上級医の指導のもとで、適切に治療が行える。

⑧後天性免疫不全症候群（AIDS）の診断・治療体系、社会的背景を理解し、上級医の指導の

もとで、診断・治療が行える。

⑨輸血検査実習を作業手順書に基づいて輸血センターで履修する（第１週金曜日午後）。

⑩血液像の鏡検実習を、中央検査室で履修すること（第１週月・水・木曜日午後）。

⑪抗がん剤調整について作業手順書に基づいて薬剤部で履修する（第１週火曜・水曜午前）。

⑫毎月第１火曜日にカンファレンス前に病理カンファレンス（１時間程度）。

⑬advanced	programとして、以下を用意しているので、希望者は申し出により履修可。

　①臨床試験に必要な臨床統計学

　②臨床腫瘍学のための基本講座

　③translational	research講座

Ⅲ．方略
①指導医・上級医のもとで、第二主治医（共観医）として、入院患者の診断・治療を担当する。

②毎週の症例検討会で、担当患者のプレゼンテーションを行い、短期および中・長期方針を、検

討会の結果に従って遂行する。

③病理検討会で、リンパ腫病理を中心に習熟する。

④他科からのコンサルテーション症例（副科受診）に対して、副科当番医の上級医とともに、第

二担当医（共観医）として、診断・治療を行う。

⑤血液像について、染色から鏡検までを中央検査室実習し、習熟する。

⑥輸血関連検査について、輸血センター実習を行い、習熟する。

⑦薬剤部での抗がん剤調剤実習により、安全で適正な調剤法に習熟する。

⑧可能な限り、上級医の抄読会に参加し、血液・腫瘍領域およびトランスレーショナルなトピッ

クスに触れる機会を得る。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

①白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫などの造血器腫瘍（頻度大）

②骨髄異形成症候群（頻度中）

③再生不良性貧血（頻度小）

④骨髄線維症（頻度小）

⑤特発性血小板減少症（頻度中）

⑥DICを含む凝固異常
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Ⅴ．評価方法
①全て観察記録

②最終評価段階では口頭試問

③発熱・貧血・リンパ節腫脹の項目においてレポート

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前
午　前 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟
午　後 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟
時間外 カンファレンス

Ⅶ．血液内科の紹介
　血液内科は平成１０年４月にはじめて専門医が着任し、以後平成１２年７月より引き継ぎ、名古屋

大学分子細胞内科学講座（旧第一内科、血液・腫瘍内科）より人員を拡充し、現在の体制に至っ

ている。現在５名のスタッフで診療にあたっており、過去１０年間で計８名の研修医が血液内科の

専攻を決めており、院外からの帰局前赴任を加えると、計１４名の医師が当科で研鑽を積んできた。

日本血液学会認定指導医・専門医として小杉が、日本血液学会専門医として弓削征章医長が指導

にあたっている。当院は日本血液学会認定教育施設であり、血液専門医の取得が可能である。規

模は最大級である。血液内科の特性上、大学等との連携はきわめて密度が高く、名古屋BMTグ

ループ、JALSGに施設として参加している他、厚生労働省の班会議への参加も多い。

　診療実績では、平成１９年度の全国DPC診療実績最新データによれば、東海地区第４位の診療

実績数となっている。平均的な１年間の入院治療症例数は急性白血病３０例（うち新規発症２０例）、

慢性骨髄性白血病１０例（うち新規発症５例）、慢性リンパ腫１００例（うち新規発症４０例）、多発性

骨髄腫３０例（うち新規発症１５例）、再生不良性貧血１０例（うち新規発症５例）、骨髄異形成症候群

２０例（うち新規発症１０例）、特発性血小板減少性紫斑病２０例（うち新規発症１５例）、溶血性貧血５

例、血友病１～２例程度を含む凝固異常症５例程度（DICを除く）である。常時入院患者数は

５０名程度である。造血幹細胞移植は月２例のペースで無菌室は現在７室である。平成１５年からは

外来化学療法も開始した。通院治療センター設置に伴い、血液内科医は全員、腫瘍内科医として

の役割も担っているが、これらは、後期研修としてプログラムが別途用意されているため、血液

内科での初期研修においては、血液内科側から通院治療センターへの紹介・逆紹介の形で学ぶこ

とになる。骨髄移植に特化した専門施設やがんセンターなどとはその性格・機能は目指すところ

が異なるが故に、血液疾患の研修には豊富で最適の疾患バランスである。

　学会参加は１）米国血液学会（ASH）、２）国際血液学会（ISH）、３）ルガノ国際悪性リンパ

腫学会、４）日本血液学会、５）日本造血細胞移植学会、６）日本リンパ網内系学会、７）日本

輸血・細胞治療学会、８）日本骨髄腫研究会への発表参加を重視している。初期研修においては、
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特に希望する場合、日本内科学会、日本血液学会の地方会や、他の研究会での発表を推奨してい

る。他の科も同様であるが、当院は対象となる患者数が多く、症例数もきわめて多い。短期間で

多数の臨床例を経験したり、臨床の実力をつけるのみならず、National	Clinical	Studyへの参加、

phaseⅡレベルの新薬臨床試験、臨床試験の随伴研究その他を通じてのtranslational	researchへ

の参加など、専攻早期からのoncologyのfront－lineへの暴露が特性であろう。初期研修プログ

ラム期間中は上記の環境下で、hematology/oncologyの基本を身につけることになるよう配慮さ

れている。全身病である血液疾患は内科全般の豊富な知識が出発点である。常に研修医はその知

識を日常の診断過程で指導医から求められる。初期診断に必要な検査の組み立て方、鑑別診断の

理論的思考、専門医へのコンサルテーションのタイミング、予後リスク別層別化治療方針の決定

過程、全身管理技術、感染・出血・適正な輸血の知識など合併症管理・支持療法技術や終末期管

理の方法論を学ぶ。抗生剤の選択にもCDCガイドライン、IDSAガイドラインを最低限要求す

る。研修過程を通じて、自然に全領域の臨床のバックボーンをなす知識が終了時に血肉となっ

ていたことを後に実感するであろう。

　抄読会ではテーマを決めて１０本程度の重要な論文をまとめてプレゼンテーションし、日米欧の

専門医の間で問題とされている事柄に対してどのようなアプローチを行うべきであるかを議論す

る。症例検討会は通常３時間程度の長時間に及ぶが、clinical	oncologyの基礎が習得できるであ

ろう。

　血液内科の専攻をめざすものには早朝より再生医学、translational	researchの最先端研究室と

の交流などへの暴露や臨床統計学の修得も重視している。

Ⅷ．指導責任者
小杉　浩史（所属長）

指導医資格保持者

小杉　浩史、早川　正哉

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ○

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセン
トが実施できる。 ○

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ○

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ○

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ○

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ○

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ○
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５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる
○赤十字血液センター、
他の医療機関、骨髄バン
ク（上級医とともに）

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判
断できる（EBMの実践ができる）。 ○

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ○

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ○

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり」基本的診療能力の向上に努める。 ○

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ○

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ○

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ○

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ○

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ○

６．医療の社会性:

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ○輸血、AIDS、がんの
関連で

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ○輸血、AIDS、がんの
関連で

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ○輸血、AIDS、がんの
関連で

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ○輸血、AIDS、がんの関連で

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーション
スキルを身に付け、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ○がん診療において

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）
の聴取と記録ができる。 ○

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ○

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診
察を含む）ができ、記載できる。 ○

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ○

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ○

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ×
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８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ○

３．基本的な臨床検査

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）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌
学的検査（グラム染色など） ○

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

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 ×

１９）核医学検査 ○

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×
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１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ○

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ス
テロイド薬、解熱薬、麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ○

３）基本的な輸液ができる。 ○

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ○

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ○

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ○

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ○

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ○

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ○

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、
社会復帰、在宅医療、介護を含む）へ参画する。 ○



－44－

4　神経内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　神経内科疾患患者の診療にあたって基本的な知識、神経所見の取り方を習得し、基本的な検査

の施行および評価を行い、標準的な治療を理解することができる。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①病歴聴取や神経学的所見を正確にとれ、カルテに記載することができる。

②ガイドラインやエビデンスに基づいた適切な治療方針、治療計画を立てることができる。

③鑑別診断のリストに基づき、必要な検査を計画し、その評価により確定診断に至ることがで

きる。

④血液検査、脳脊髄液検査、画像検査（頭部CTスキャン、MRI検査、SPECT、頚部超音波

等）や電気生理学的検査（脳波、誘発脳波、神経伝導速度、筋電図など）を適切に施行し、

評価できる。

⑤急性期治療のみならず慢性期を視野に入れた治療、生活指導、介護、福祉指導ができるよう

になる。

⑥リハビリの現場に参加し、診療に従事する。

⑦退院に際しては退院時サマリーの記載、退院後の生活指導、地域連携などが行えるようにす

る。

⑧検討会、学会などで症例を適切に呈示できる。

＜やや専門的な内容として＞

①指導医の指導下で、脳梗塞やその他の神経疾患などの多様な症例に対しより深く治療に参画

できる。

Ⅲ．方略
①病棟研修

　１）指導のもと入院患者を共観医として積極的に担当する。

　２）症例検討会で討議する。

　３）指導のもとCT、MRI、SPECT、脳波など判読する。

　４）指導医のもと侵襲的検査・治療に携わる。

②外来研修

　１）指導のもと初診患者の診察、病状説明、検査・治療の指示を行う。

③救急研修

　１）指導のもと救急入院患者の診療に初期対応する。

④講義・自習
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　１）脳卒中ガイドラインなど

　２）経験すべき疾患の概念・診断・治療

　３）中枢神経薬物の効能・副作用・使用方法

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

　①脳血管障害（脳梗塞）

　②認知症　アルツハイマー病、血管性認知症など

　③神経変性疾患　パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症

　④中枢神経感染症　脳炎、髄膜炎など

　⑤てんかん、頭痛

Ⅴ．評価
①担当した入院患者の疾患・症例、経験すべき症状への対応－自己記録・レポート

②経験した手技－自己記録

③その他－観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前
午　前 入院診療 入院診療 入院診療 入院診療 所属長回診
午　後 頭部CT読影 頭部CT読影 頭部CT読影 頭部CT読影 頭部CT読影
時間外 症例検討会

Ⅶ．神経内科の紹介
　神経内科は約３０年以上前から、旧内科の一部門として脳卒中を中心として診療を始めた長い歴

史があり、平成１６年４月からは、「神経内科」として独立いたしました。現在、入院病床数は４４

床で、外来診察は、１日に２つの診察室にて行っています。

　日本神経学会准教育施設となっており、神経内科のスタッフは、三輪茂（平成元年卒）、山下

史匡（平成１１年卒）、堀紀生（平成１１年卒）ら４名で、前者３名は日本神経学会専門医、指導医

です。

　神経内科年間平均入院患者は約５００人以上で、脳梗塞は約３００人程度で多くを占めています。脳

梗塞に関しては、CT、MRI等使用して診断し、脳卒中ガイドラインに基づき病型に応じた薬剤

療法を行い、適応症例に関しては超急性期治療として経静脈的血栓溶解療法を施行しています。

脳梗塞以外は、脳炎・髄膜炎等の感染性疾患、てんかん性疾患、多発性硬化症などの脱髄性疾患、

重症筋無力症、パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄小脳変性症等の神経変性疾患、末梢
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神経疾患、筋疾患等の広範な疾患に対して入院・外来治療を行っています。エビデンス、ガイド

ラインに基づき、症例検討会も行いつつより正確で適切な診断治療を行い良好な成績を収めるよ

う努めています。

Ⅷ．指導責任者
三輪　　茂（所属長）

指導医資格保持者

三輪　　茂、堀　　紀生

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ○

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ○

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ○

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ○

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ○

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ○

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ○

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。（EBM
の実践ができる） ○

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ○

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ○

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ○

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ○

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ○

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ○

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ○

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ○

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ×

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×
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研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録がで
きる。 ○

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ○

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ×

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ×

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ×

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ○

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ×

３．基本的な臨床検査

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）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ×

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ○

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 ○

１９）核医学検査 ○

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ○
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４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ○

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ○

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱
薬、麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ○

３）基本的な輸液ができる。 ○

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ○

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ○

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ○

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ○

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ○

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ○

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ○
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5　消化器内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　消化器疾患患者の診療に当たっての基本的な知識及び技術を習得するとともに、医師として必

要な基本的診療態度を身に付ける。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
①患者診療の基本

１）患者・家族のニーズを身体・心理・社会的な面から把握し、患者及び家族が納得できる医

療を行うためのインフォームドコンセントを実施でき、良好な人間関係をつくることができ

る。

２）チーム医療の構成員として役割を理解し、コミュニケーションを確立する。

②消化器領域における問診と身体所見、診療録の記載

１）病歴及び理学的所見を正確にとることができる。

２）急性腹症や消化管出血などの腹部救急疾患に対しては、全身状態を把握して緊急性を的確

に判断して速やかに専門医に相談できる。

３）鑑別診断、検査結果、確定診断、治療方針、臨床経過、退院時サマリーなどを的確に診療

録に記載できる。

③検査

１）検尿、検便、肝機能検査、肝炎ウイルスマーカー、腫瘍マーカーなどの基本的検査成績が

理解できる。

２）腹部単純写真、CT及びMRIの基本的な画像の読影ができる。

３）腹部の超音波検査がある程度実施でき、その所見を読影し、その検査結果をわかりやすく

説明できる。

４）さらに専門的あるいは特殊な検査（下部消化管内視鏡検査、ERCP、血管造影など）は、

その適応と手技を理解する。

④治療

１）消化器疾患に対する適切な治療方針（診療計画）を立てることができる。

２）消化器疾患に対する基本的な処方、輸液管理ができる。

３）下記のような消化器専門治療手技の適応と手技を理解する。

　出血性潰瘍の内視鏡的止血法、上部・下部消化管腫瘍の内視鏡的治療、食道・胃静脈瘤

の硬化療法・結紫術、劇症肝炎の治療、肝細胞癌に対するTAE（肝動脈窓枠術）、PETT

（経皮的エタノール注入療法）、RFA（ラジオ波焼灼術）、皮下埋め込みシステムからの化

学療法、閉塞性黄疸に対するPTCD（経皮経肝胆道ドレナージ）、EST（内視鏡的乳頭切

開術）、EPBD（内視鏡的乳頭拡張術）、ERBD（内視鏡的逆行性胆管ドレナージ）、ENBD

（内視鏡的経鼻胆管ドレナージ）、内視鏡的切石術、重症急性膵炎の特殊治療など
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４）慢性疾患患者の生活指導ができる。

５）消化器疾患に対する外科的治療の適応が理解できる。

⑤症例呈示

　検討会、学会等において症例呈示と討論ができる。

⑥胃透視、注腸造影、上部内視鏡に関して、その手技の基本が理解でき、実施できる。

Ⅲ．方略
①数人の入院患者を、指導医の指導のもとに共観医として担当する。

②症例検討会に参加、討議する。

③指導医のもとで、腹部単純写真、US、CT、MRIなどを読影する。

④指導医のもとで、専門的・侵襲的な検査・治療手技に携わる。

⑤指導医とともに腹部救急疾患患者の診断、初期対応にあたる。

⑥抄読会に参加し、研修期間中に担当する。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

①消化管疾患：消化性潰瘍、急性大腸炎、胃癌、大腸癌など。

②肝疾患：ウィルス性慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌など。

③膵・胆道疾患：胆石症、急性胆嚢炎、急性胆管炎、急性膵炎など。

Ⅴ．評価
　全て観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

始業前 症例検討会 症例検討会 症例検討会 症例検討会
抄読会

午　前
午　後

時間外 消化器外科検
討会

Ⅶ．消化器内科の紹介
　消化器は昭和３８年に発足以来約４０年の歴史がある。発足以来人数は増えて、現在９人のスタッ

フ（平成２０年度）に研修医数人を加えた人数で診療している。外来は５つの診察室で、入院病床

数は９４床である。

　消化管は久永康宏医長が、肝臓は熊田卓副院長、豊田秀徳医長が、胆道・膵臓は桐山勢生部長、
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谷川誠部長、金森明医長が担当している。常に学会、研究会には参加・発表し、最先端の知識及

び技術を導入するように努めている。外国の一流雑誌への投稿も定期的に行っている。他の科も

同様であるが、当院は対象となる患者様の数が多く短期間で多数の臨床例を経験できるため、臨

床の実力を付けるには適している病院である。

　消化管では上部内視鏡検査は約７，５００件、下部内視鏡検査は約２，０００件の総数約９，５００件で、最

近では上部及び下部で内視鏡的粘膜切除（EMR）の占める割合が増加している。特にITナイフ

（insulated－tipped	diathermic	knife）を使用した医腫瘍のEMRを早くから取り入れておりそ

の件数は本邦でも５００例を越えている。最近では早期食道癌、早期大腸癌にもその対応を広げて

いる。また、緊急内視鏡検査も数多く行い、上部においては内科的に止血可能となってきている。

　止血困難例にはInterventional	radiology（IVR）の手技を利用して止血している。

　肝疾患もきわめて多く、外来では常時慢性肝炎を１，５００人、肝硬変を２００人、肝細胞癌を３００人

治療している。C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療の経験は１，５００例を超えている。同

時に、ウイルス肝炎に対する新しい薬剤の治験も多数行っている。また、肝細胞癌も今までに２，５００

例を超える経験がある。最近ではCT、MRI、造影超音波で経過観察しているため当院で発見さ

れる肝細胞癌の大多数は２㎝以下である。IVR－CT（CTと血管造影装置がドッキングしたもの）

を用いて正確に診断し、肝切除、ラジオ波焼灼術（RFA）、肝動脈塞栓術（TAE）等を行い、年々

予後は改善している。高度進行例ではカテーテルを留置しリザーバーからの動注化学療法を積極

的に行っている。

　胆道系では総胆管結石に対して、内視鏡的にバルーン拡張術もしくは乳頭切開術を多数行って

いる。また膵疾患は多数の経験をもとに体系的に診断、治療を行っている。小さな膵癌（２㎝以

下）の発見率も増加している。

Ⅷ．指導責任者
熊田　　卓（所属長）

指導医資格保持者

桐山　勢生、谷川　　誠、久永　康宏

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ○

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ○

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ○

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ○

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ○

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ○
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４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ○

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。（EBM
の実践ができる） ○

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ○

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ○

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ○

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ○

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ○

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ○

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ○

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ○

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ×

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録がで
きる。 ○

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ○

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ×

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ×

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ○

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ×

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ×

３．基本的な臨床検査

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） ○
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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）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ○

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

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 ○

１９）核医学検査 ○

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ○

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ○

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ○
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２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、
麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ○

３）基本的な輸液ができる。 ○

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ○

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ○

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ○

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ○

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ○

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ○

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ○
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6　呼吸器内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　呼吸器の形態と機能、更に肺の防御機構を把握し、肺癌・COPDをはじめ多岐にわたる呼吸器

の各種疾患による呼吸不全に対し速やかに対応し、また緩和ケアを含む精神的な面まで理解をし、

患者家族に対する支持能力を修得する。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①呼吸器内科領域における問診及び身体所見

１）基本的な主訴・既往歴・現病歴以外に、職業歴・喫煙歴・住居環境・ペット飼育歴・薬

剤使用歴など、疾患を想定した生活歴の聴取ができる。

２）胸部聴診・打診など理学所見はもちろん、呼吸の状態（呼吸のリズム、呼吸補助筋の使

用の程度）やバチ指の有無など視診も含め全身の所見を充分に観察できる。

３）患者・家族のニーズを身体・心理・社会的な面から把握し、患者・家族が納得して医療

を受けるのに充分なインフォームドコンセントを指導医とともに実施でき、良好な人間関

係をつくることができる。

②呼吸器内科領域における基本的検査法

１）胸部Ｘ線写真における異常所見をとらえることができ、それを適切な用語で表現し、

鑑別疾患を掲げることができる。

２）胸部CT画像における異常所見をとらえることができ、それを適切な用語で表現し、鑑

別疾患を掲げることができる。

３）血液ガス所見を評価し、病態の説明ができる。

４）肺機能検査の目的を理解でき、必要な項目の選択と、結果の評価ができる。

５）アセチルコリン吸入試験・シャトルウォーキングテスト・気管支動脈造影・右心カテー

テル検査の適応と方法を理解し、これを患者・家族に説明し同意を得ることができる。

６）気管支鏡検査の適応・合併症について説明し、観察所見を的確に表記できる。

７）各種の肺核医学検査の目的を説明し、その画像所見を説明できる。

８）胸水試験穿刺の必要性について理解し、結果の解釈から病態を評価できる。

９）喀痰検査の意義を理解し、必要な項目を適切に依頼できる。また余裕があれば染色と鏡

検についても修得する。

１０）PSGの意義を理解し、結果を評価できる。

③呼吸器内科領域における治療方法

１）酸素療法の意味を理解し、呼吸不全患者に対して適切な酸素投与が行える。

２）人工呼吸管理（鼻マスク使用、挿管下）の適応を理解でき、患者家族に説明を行える。

上級医の指導の下でNPPV装着、挿管、人工呼吸器の設定等ができる。



－56－

３）在宅酸素療法・在宅人工呼吸などの適応を理解でき、上級医の指導の下で患者・家族に

生活指導ができる。

４）気胸・胸水貯留例に対して病態の説明と胸腔ドレナージの必要性について説明できる。

上級医の指導の下でドレナージが施行できる。

５）呼吸リハビリテーションの意義・適応について充分理解し、依頼をかけることができる。

６）気管支拡張剤・去痰剤・鎮咳剤について効果・副作用・禁忌等について説明できる。

７）各種抗生剤の特徴について理解し、上級医と相談の上適切に使用できる。

８）呼吸器悪性腫瘍について病理組織診断、TNM分類、病期分類から適切な治療法を選択でき、

治療効果についても判定ができる。

９）各種抗癌剤についてその使用方法、副作用の予防と対処法について理解し、上級医の指

導の下施行できる。

１０）緩和医療について理解し必要のある患者には適切に対処し、問題のある場合には上級医

と相談の上さらに緩和ケアチームへの依頼ができる。

１１）喫煙による健康被害について理解し、禁煙指導ができる。必要があれば禁煙外来を紹介

できる。

１２）血痰・喀血例に対し、必要時には上級医と相談しつつ、原因検索を行いつつ、各種止血

処置を施行できる。

１３）睡眠時無呼吸症候群に対し、上級医の指導の下nasal　CPAPを説明し、導入ができる。

④各種呼吸器疾患に対する治療法（ガイドラインに則して）

１）市中肺炎に対しガイドラインに則り、診断・評価・治療ができる。

２）気管支喘息に対しガイドラインに則り、診断及び、発作時の対処、安定期の治療ができ

る。

３）COPDに対しガイドラインに則り、安定期の治療及び急性増悪時の治療法について説

明できる。

４）肺癌に対しガイドラインに則り、適切な治療方法が選択できる。

Ⅲ．方略
①オリエンテーション　第１日目の８時３０分から呼吸器内科外来にて

②病棟および外来研修

１）指導医・上級医とともに入院患者を副主治医として担当する。

２）指導医・上級医の指示のもと、回診を行い、病状説明・検査・治療の指示を行う。

３）指導医・上級医の指示のもと、カルテ記載を行う。

４）症例検討会で症例呈示を行い、方針について討議する。

５）外来にて予診を取り、胸部単純Ｘ線検査の指示を出す。

６）その他、週間予定表に記載された研修を行う。

③救急研修
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１）指導医・上級医のもと、救急受診患者の初期対応を行う。

２）入院となった場合は、副主治医として担当する。

④症例検討会

１）週間予定表に記載された各種カンファに参加する。

２）呼吸器外科との手術症例カンファに参加する。（１／週）

３）放射線科との放射線治療カンファに参加する。（１／月）

⑤抄読会

１）毎週火曜日の抄読会に参加し、研修中に１本の論文を読み、発表する。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

①感染症：肺炎・胸膜炎・結核・肺真菌症・気管支拡張症など

②アレルギー・膠原病：気管支喘息・膠原病合併間質性肺炎・チャーグストラウス症候群など

③腫瘍：肺癌・転移性肺腫瘍・縦隔腫瘍など

④胸膜疾患：気胸・縦隔気腫など

⑤閉塞性肺疾患：COPD

⑥びまん性肺疾患：特発性間質性肺炎・過敏性肺臓炎・サルコイドーシス・ARDSなど

⑦その他：睡眠時無呼吸症候群・ニコチン依存症など

Ⅴ．評価
①担当した入院患者の疾患・症例、経験すべき症状への対応－自己記録・レポート

②経験した手技－自己記録

③その他－観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前 呼吸リハ回診１週間のうち２日（火曜日：抄読会）
午　前 血管造影 救急 初診問診 救急 病棟回診

午　後 気管支鏡 AchT
SWT

気管支鏡
救急

気管支鏡 禁煙外来
外来新患カンファ

時間外 入院CTカンファ
放射線治療カンファ

手術症例カンファ CT読影カンファ 新入院カンファ

SWT : shuttle	walking	test（火・金）
AchT : acetylcholine	test（火）
手術症例カンファは毎週火曜日
放射線治療カンファは毎月第１月曜日
研修中に１本の論文を抄読会（毎週火曜日朝）で発表
入院患者については２０名前後の患者を副主治医として担当する。
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Ⅶ．呼吸器内科の紹介
　呼吸器内科医がカバーする疾患は腫瘍、感染症、閉塞性肺疾患、アレルギー・膠原病、びまん

性肺疾患の他、胸膜・縦隔病変、異常呼吸など多岐に渡り、それぞれの患者数は年々増加してい

る。さらに通院治療センター、急性期呼吸リハビリテーション、緩和ケアチーム、禁煙外来など

病院横断的な業務にも呼吸器内科医が関与しており、幅広い知識を持った指導医が研修医指導に

携わっている。スタッフは進藤、安藤、安部、白木、中島の５人の常勤医で、これに後期臨床研

修医師３から５名が加わり、ローテートしてきた初期臨床研修医２から３名の教育指導を行う。

　各種検査については、気管支鏡検査が年間約４５０～５００件で、気管支鏡下生検の他、異物除去、

ステント留置、高周波によるポリープ・腫瘍切除などを行っている。また、肺野末梢微小病変

の診断のためにCTガイド下経気管支鏡生検も施行しており、CTガイド下針生検も週１～２件

の実績がある。超音波気管支鏡も導入されEBUS－TBNAによる縦隔リンパ節生検に加え、末梢

病変に対しても超音波検査を併用しつつアプローチしている。血管造影検査・処置も可能であ

り、気管支動脈塞栓術も施行している。アセチルコリン吸入試験による気道過敏性試験も行っ

ている。睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診断のため、アプノモニターによるスクリーニングの後、

polysomnographyを月に２から３件実施しており、確定診断後はnasal	CPAPによる治療が導入

されている。人工呼吸管理については鼻マスクによる陽圧人工換気補助が主体となってきている

が、常時３～５例に対して人工呼吸管理が行われている。

　地域唯一の基幹病院という立地条件のため、稀少症例についても充分な症例数を経験でき、呼

吸器専門医、気管支鏡専門医、アレルギー認定医・専門医など呼吸器関連の各種専門医制度の教

育施設となっているため、資格取得条件を整えることが可能である。

Ⅷ．指導責任者
進藤　　丈（所属長）

指導医資格保持者

進藤　　丈、安藤　守秀、白木　　晶

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面
から把握できる。

○最適な治療方法・療養場所を選択する過程で、社会的背
景、患者家族の希望を十分に考慮することができる。・
COPDにおけるHOT導入・がん性疼痛に対する緩和医
療・喘息治療。

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行
うためのインフォームドコンセントが実施でき
る。

○当該疾患と患者の状態について十分な予習をし、標準的
で最適な治療方法・療養場所について面談書を利用してわ
かりやすく説明できる。患者家族からの質問に適切に回答
できる。

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮がで
きる。 ○病状説明において、外来・面談室などを利用できる。
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２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサル
テーションができる。

○検査説明・結果説明・治療方針の説明などにおいて、事
前に指導医・専門医と十分なディスカッションを行い、方
針の確認ができる。疑問点がある場合は確認をする旨患者・
家族に説明し、指導医・専門医に確認後、回答をする。

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコ
ミュニケーションがとれる。

○挨拶・症例に関する検討・検査依頼などを通じてコミュ
ニケーションがとれる。

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。
○業務内容の申し送り・担当患者の申し送りを適切に行う
ことができる。勉強会で、教科書的な知識を理解して発表
できる。

４）患者の転入転出にあたり情報を交換できる。 ○転科時の申し送り、転棟などにおいて患者情報を適切に
伝えたり、受けたりできる。

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーショ
ンがとれる。

○結核の場合は保健所・転院の場合は他の医療機関などと
必要な情報に関して連絡をとることができる。

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集
して評価し、当該患者への適応を判断できる。
（EBMの実践ができる）

○鑑別疾患・確定診断・治療方針・評価方法などについて
当該疾患毎に必要なガイドラインや文献等で情報を収集し、
当該患者に応用できる。

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題
対応能力の改善ができる。

○各患者の主治医との検査・治療スケジュールに関する検
討、部長回診でのコメント、毎週行われる新入院検討会で
の相談時のアドバイスなどを基に検査スケジュール・治療
内容の再確認と改善を行うことができる。

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活
動に関心を持つ。

○週１回の抄読会に参加し研修期間中１本の論文について
抄読会で発表する。治験に導入する患者については治験に
関して充分理解し、さらに臨床治験の必要性を理解する。
機会があれば、研究会における症例報告を行う。

４）自己管理能力を身につけ、生涯にわたり基本的
診療能力の向上に努める。

○週間予定表に割り当てられた業務については時間を守り、
当直業務との調整をおこないながら参加することができる。
調整ができない時には事前に上級医に参加できない旨の報
告をすることができる。病院内の講演会・委員会に積極的
に参加できる。それ以外の各種研究会・講演会にも積極的
に参加できる。

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実
施できる。

○動脈血ガス・胸水穿刺排液・トロッカー挿入・CVライ
ン確保、人工呼吸器装着などの諸処置において準備された
説明文書があれば参考にして、なければ面談書を利用して、
必要性と合併症について十分納得できる説明を行うことが
できる。また、上級医の指導の下実施することができる。

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュ
アルなどに沿って行動できる。

○インシデント発生時には上級医・部長にすぐに連絡をし、
院内のシステムを利用して適切に対処できる。

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）
を理解し、実施できる。

○Code blue、CVラインの確保、トロッカー挿入などに
おいてはPPEを装着した高度バリアプレコーションを実
施できる。吸痰手技についてもマニュアルに沿った清潔操
作ができる。

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。
○症例検討会（CT読影・手術症例検討会・新入院検討会
・外来新患検討会など）において症例呈示を行い、討論に
参加できる。
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２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に
参加する。

○手術症例検討会・病診連携の会・内科会などの各種カン
ファレンスあるいは研究会に参加し、機会があれば症例報
告をする。

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。

○最低限必要な保健医療法規については理解し、特に病院
にて急変で死亡された患者の死因に関して、問題がある場
合の「異状死体の届け出」に関しては充分理解し、充分な
注意を払い対応する。

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療
できる。

○薬剤の使用に関して、保険適応を十分理解し対応する。
在宅酸素療法導入に際して呼吸器機能障害の申請書類が必
要であることを認識し、上級医と相談しつつ記載できる。
サルコイドーシス・特発性間質性肺炎・膠原病などについ
て、特定疾患の書類の必要性を認識し、上級医と相談しつ
つ記載できる。

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行
動できる。

○呼吸器内科はがん緩和医療・死亡確認などに立ち会う機
会が多い。医の倫理・生命倫理について理解をする必要が
ある。真摯に対応する。

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止に
ついて理解し、適切に行動できる。

○肺障害を引き起こす代表的な薬剤（小柴胡湯・金製剤・
ブレオマイシン・イレッサ・アミオダロン・ペンタサ・他
各種分子標的薬）について知識として知っておく。

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意
義を理解し、コミュニケーションスキルを身に
付け、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動
を理解できる。

○緩和ケア研修会を受講し、コミュニケーションスキルに
ついて再確認する。また、日々の診療において、常に患者
家族の立場に立って診療を行う。

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、
生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録
ができる。

○呼吸器疾患に関しては、薬剤性肺障害、過敏性肺臓炎、
じん肺、喫煙によるCOPDなど病歴・生活歴・職業歴など
から鑑別が可能となる疾患があり、詳細な病歴聴取が必要
とされる。

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。
○各種疾患に関して基本的な知識を教科書・文献などから
得、適切な指示、指導ができる。病院独自の指導マニュア
ルなどがあれば、これを利用する。

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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。

○基本的な診察手技である。

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、甲状腺の診察を含む）が
でき、記載できる。

○外耳道、鼻腔内、眼底を除き、頭頚部の基本的な診察が
でき、記載ができる。肺がん患者の頚部リンパ節転移・呼
吸不全患者の呼吸補助筋の肥大などを認識できる。

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載
できる。 ○乳房の診察を除き、胸部打聴診ができ、所見を記載できる。

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。

○直腸診を除き、放射線照射中の食道病変・ステロイドホ
ルモン剤内服中の胃十二指腸潰瘍性病変・肺がんの腹腔内
転移による腹部症状などについて認識でき、記載し、適切
なタイミングで消化器内科にコンサルテーションができる。

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）
ができ、記載できる。

×（縦隔腫瘍の症例では、外性器異常にも注意が必要では
ある）
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６）骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる。
○肺がん骨転移による症状を見逃すことなく、適切なタイ
ミングで整形外科にコンサルテーションができる。また、
膠原病に伴う関節症状を認識できる。

７）神経学的診察ができ、記載できる。
○肺がん脳転移・がん性髄膜炎などに伴う頭痛・麻痺・痙
攣・情動変化などについて認識でき、適切なタイミングで
脳神経外科にコンサルテーションができる。

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含
む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。

○患者の不安について認識でき、ステロイドホルモン剤あ
るいはがん緩和医療におけるオピオイド系鎮痛剤などの薬
剤使用によるせん妄・不穏などに対し、基本的な対処がで
きる。また、適切なタイミングで緩和医療科、精神神経科
にコンサルテーションができる。

３．基本的な臨床検査

１）一般尿検査（尿沈渣顕微鏡検査を含む）
○膠原病・血管炎などによる肺障害・発熱の鑑別診断には
検尿所見を理解することも必要となる。糸球体腎炎・尿路
感染症の有無が把握できる。

２）便検査（潜血、虫卵） ○ステロイドホルモン剤内服中の潰瘍性疾患・血管炎によ
る出血などの有無を指摘できる。

３）血算・白血球分画 ○抗がん剤治療における副作用としての骨髄抑制をNCI
－CTCの基準に照らして評価できる。

４）血液型判定・交差適合試験 ○基本的手技のひとつである。

５）心電図（12誘導）、負荷心電図
○SWTの予約、手術以来前にスクリーニングとしてオー
ダーでき、簡易評価ができる。異常を指摘でき、適切なタ
イミングで循環器内科にコンサルテーションができる。

６）動脈血ガス分析 ○呼吸不全の評価のために、施行し評価ができ、酸素療法
などの対処ができる。

７）血液生化学的検査・簡易検査（血糖、電解質、
尿素窒素など）

○各種薬剤による副作用としての肝障害などの有無を指摘
できる。

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）

○炎症、腫瘍マーカー、間質性肺炎のマーカー、RIST･RAST
などアレルギー検査などの臨床的意義を理解し、オーダー
をし、結果を評価できる。

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など）

○発熱時に２セットの血液培養を含め、原因検索のための
細菌検査をオーダーでき、報告結果を評価できる。

１０）肺機能検査・スパイロメトリー
○術前評価としての肺機能検査、間質性肺炎における拘束
性肺機能障害・COPDにおける閉塞性肺機能障害などを
理解でき、スパイロメトリーの結果を評価できる。

１１）髄液検査 ○癌性髄膜炎が疑われる場合には必要。基本手技のひとつ。

１２）細胞診・病理組織検査

○病理検査室との連携を密にし、喀痰・気管支鏡下生検な
どの検体における細胞診・病理組織検査の結果について報
告書のみで確認するのでなく、臨床背景を基に検査技師・
病理診断医と討論できる。

１３）内視鏡検査
○気管支鏡検査の説明と同意、検査の準備、検査介助、気
管支鏡の消毒を施行できる。最終日には上級医の指導の下、
実際に気管支鏡の操作手技を行う。

１４）超音波検査 ○呼吸器内科から依頼のあった腹部・心臓・表在リンパ節の
超音波検査の結果を、割り振られたCT読影の日に読影する。
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１５）単純Ｘ線検査
○胸部単純Ｘ線検査における、異常所見について画像を
表現でき、鑑別診断を列挙できる様、担当患者・外来新患
検討会などを通して読影法を習得する。

１６）造影Ｘ線検査 ○造影剤使用の意義を理解し適切に予約できる。

１７）Ｘ線CT検査
○胸部CT検査における、異常所見について画像を表現で
き、鑑別診断を列挙できる様、担当患者・入院患者CT読
影検討会などを通して読影法を習得する。

１８）MRI検査
○胸部MRI他、肺がん骨・脳転移における異常所見につ
いて指摘でき、適切なタイミングで整形外科・脳外科にコ
ンサルテーションができる。

１９）核医学検査
○肺がん骨転移における骨シンチ、PET－CT検査、COPD
における換気血流シンチ、肺塞栓症における肺血流シンチ
に関して異常所見を指摘できる。

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ○患者の呼吸状態を評価でき、必要時、吸痰を含め、気道
確保（下顎挙上など）を施行できる。

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる
徒手換気を含む）

○患者の呼吸状態を評価し、必要時、マスクによる換気
補助を開始できる。上級医の指導の下、NPPV装着を含め、
挿管・人工呼吸管理を開始できる。

３）心マッサージを実施できる。 ○有効な心マができる。

４）圧迫止血法を実施できる。 ○血液ガス採取後、確実に止血を行える。

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）
を実施できる。 ○基本的手技である。

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ○看護師が採血できない患者における採血を実施できる。
また、動脈血液ガスの採血を実施できる。

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ○必要に応じ、上級医介助の下で実施できる。

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ○胸腔穿刺を上級医の介助の下実施できる。

１０）導尿法を実施できる。 ○基本的手技。

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ○トロッカーカテーテルの管理ができる。

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ○嚥下障害の患者に対し胃管挿入とその管理ができる。

１３）局所麻酔法を実施できる。
○気管支鏡検査における吸入局所麻酔処置、胸腔穿刺・ト
ロッカーカテーテル挿入時における局所麻酔を適切に実施
できる。

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ○適応を理解し、上級医の介助の下で実施できる。

１９）除細動を実施できる。 ○必要な症例に、上級医の介助の下で実施できる。

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、
環境整備を含む）ができる。

○入院患者の疾患に応じ、入院中・退院時に安静度、体位、
食事、排泄に関して環境整備を含めて看護師に指示が出せる。
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２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、
薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解
熱薬、麻薬、血液製剤を含む）ができる。

○抗菌剤についてはPK･PDを理解し適切な投与法を添付
文書に沿って指示できる。その他、各種薬剤に関して効能・
効果・副作用など添付文書上の情報を充分に理解した上で
指示できる。

３）基本的な輸液ができる。 ○適切な点滴薬を上級医と相談し選択できる。

４）輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用に
ついて理解し、輸血が実施できる。 ○上級医の介助の下実施できる。

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従っ
て記載し管理できる。

○治療経過の記録はPOSに従って記載でき、退院日まで
に退院時サマリーを記載し上級医から承認を得ることがで
きる。

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○上級医と相談の上必要な薬剤の処方箋、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
明書を作成し、管理できる。 ○上級医の指導の下、各種診断書を作成し管理できる。

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）
を作成し、症例呈示できる。 ○CPCの準備、発表ができる。

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを
管理できる。

○病診連携胸部CT依頼において、紹介状への返信ができ
る。また、担当入院患者の紹介状、紹介状への返信につい
て、上級医の指導の下、記載・管理ができる。

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を
含む）を作成できる。

○入院担当患者について、上級医師の指導の下、診療計画
を作成できる。

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し
活用できる。

○呼吸器内科関連疾患の各種ガイドライン、クリニカルパ
スを理解し、実際に患者に活用できる。

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー
症例を含む） ○入院担当患者の管理を通して、入退院の適応を修得する。

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的
な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、
在宅医療、介護を含む）へ参画する。

○呼吸不全患者、肺がん患者の退院支援を通じて、呼吸リ
ハビリテーション、在宅酸素療法導入、介護保険申請など
による社会復帰支援に向けた調整に参画できる。
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7　循環器内科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　医師として必要な基本的人格および診療態度を身につけるとともに、循環器疾患患者の診療に

あたっての基本的な知識および技術を習得する。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①理学所見（とくに聴診法）、心電図、胸部XP、心エコーの解読を習熟する。

②各種負荷テスト（TM、CPXなど）、心筋シンチ、心臓カテーテル検査、EPS、心エコー等、

専門的検査の意義と実施法を習得する。

③急性心筋梗塞、急性心不全などの生命に直結する疾患の、救急室での初期治療を習得する。

④CCU・救命センターにおいて、重症患者の全身管理を上級医の下で勉強し、専門的治療の

理解を深める。

＜やや専門的な内容として＞

①心カテ室、ハイブリッドオペ室で施行される各種インターベンション（PCI、PPI、CAS、

TVAR、EVAR、カテーテルアブレーション、ペースメーカー、ICD、CRTD、P、植え込

み等）の第２、第３助手として参加することにより、循環器治療の多様性を理解する。また、

TAVIなどの構造的心疾患に対する最新の血管内治療を見学する。

②心リハ、WAON療法などの非侵襲的治療法の有用性を理解する。

③患者診察、診療

　　１０人前後の入院患者を主治医として受け持ち、指導医のもとに循環器疾患の治療を行う。

回診、病状説明、検査結果説明などを通じて、患者との良好な信頼関係を構築する。臨床経

過、検査所見、退院時サマリーなどを、的確かつ丁寧に診療録に記載できる。

　　また、週に一度程度、外来新患患者の初期診療に参加する。

④検査

１．基本的手技

心電図、レントゲンはその所見を間違いなく読影でき、心エコーも自分でとり、かつ読影

できる。トレッドミル、CPX（心肺負荷テスト）、負荷心筋シンチはその意味や危険性を

充分理解したうえで指導医の監視のもと施行し、結果を解釈できる。

２．特殊検査

心カテ、EPSの介助法、手段をよく理解し、その所見を読影できる。また、その合併症

と対策に習熟する。

⑤治療

非薬物療法（運動療法、WAON療法、ASV療法など）、薬物療法、アブレーションを含ん

だカテーテル治療、PMなどの各種デバイス治療、外科的治療など各治療法の特徴と限界を
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十分理解し循環器疾患に対する適切な治療方針を立てることができる。その結果として一般

療法や投薬および注射薬の処方が適切にできる。緊急時の対応も迅速にでき、CCU・救命

センター入室患者の管理ができる。

　以下の特殊治療については介助につくことができる。

１．PCI、PPI、CAS、EVAR、TVAR

　各治療法の適応およびその手技を理解する。

２．カテーテルアブレーション

　カテーテルアブレーションの適応となる不整脈の種類とそのメカニズムを理解する。

３．ペースメーカー、CRTD、CRTP、ICD

　各デバイスの特徴と適応を理解し、植え込み手技を理解する。

Ⅲ．方略
①病棟研修

１）循環器指導医のもと、入院患者を共観医として担当する。

２）指導医のもとで、心電図・ホルター心電図・胸腹部X－P・心エコー・CT・MRI・心筋

シンチなどを読影する。

３）指導医のもとで、心臓カテーテル検査・冠動脈および末梢血管インターベンション治療・

カテーテルアブレーション治療・ペースメーカー等デバイス植込み手術に参加し、介助する。

４）指導医のもとで、心臓リハビリテーション・WAON療法に携わる。

５）症例検討会で積極的に討議する。

②救急研修

１）指導医のもとで、救急患者の診療に初期対応する。

③シンチ・MDCT読影会、PCI予習会、抄読会に参加し、積極的に討議する。

④外来研修

　１）週に一度程度、指導医のもと外来新患患者の診療に参加する。

Ⅳ．経験すべき疾患
または経験しなくても十分な知識を習得する必要のある循環器疾患

＜プライマリケアとして＞

①下記の頻度の高い症状

　胸痛、動悸、めまい、失神、浮腫、呼吸困難

②心不全：急性心不全、慢性心不全

③ショック：心原性、出血性、細菌性など

④虚血性心疾患：急性心筋梗塞、労作性狭心症、冠攣縮性狭心症

⑤不整脈：期外収縮（上室性、心室性）、心房粗細動、洞不全症候群、房室ブロック、頻脈（上

室性、心室性）、WPW症候群、アダムスストークス症候群など
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⑥血圧異常：本態性高血圧症、二次性高血圧症、低血圧症

＜やや専門的な内容として＞

①弁膜疾患：僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症な

ど

②心膜疾患・心筋疾患：急性心膜炎、収縮性心膜炎、心タンポナーデ、心筋炎、肥大型心筋症、

拡張型心筋症、感染性心内膜炎

③先天性心疾患：心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、ファロー四徴症、アイゼンメンジャー症

候群など

④大動脈疾患：大動脈瘤、解離性大動脈瘤、大動脈炎症候群など

⑤末梢血管疾患：動脈硬化症、閉塞性動脈硬化症、レイノー症候群など

⑥肺性心疾患：肺血栓塞栓症、肺高血圧症、肺性心など

⑦全身疾患に伴う心血管異常：甲状腺疾患、腎疾患、血液疾患、糖尿病、膠原病など

⑧心臓腫瘍：粘液腫など

⑨心臓神経症、神経循環無力症

Ⅴ．評価
全て観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

始業前 ８時から重症
回診

７時３０分から
抄読会

８時から重症
回診

８時から重症
回診

８時から重症
回診

午　前 CAG CAG CAG、PCI
外来診療

PCI、CAG 院長回診
CAG

午　後 CAG、PPI、
病棟回診

EPS、Ablation
病棟回診

CAG、PM
病棟回診

PCI、Ablation
病棟回診
TAVI

PPI、CAS、EPS
Ablation、ICD

時間外 MDCT、心筋
シンチ読影

心エコー検討会
胸部外科と合
同カンファレ
ンスAMI、
PCI検討会
デバイスカンファ
入院患者症例
検討会

入院患者症例
検討会

受け持ち患者の心エコーは、Tcの指導のもと各自施行する。
また、受け持ち患者のBXP、ECGは、火曜日の症例検討会までに読影を済ませておく。
CAS；頸動脈ステント挿入術

Ⅶ．循環器内科の紹介
　患者層の高齢化および動脈硬化性疾患を促進するような生活習慣の普遍化に伴い循環器内科の
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入院、外来（救急患者も含む）患者数は、年々増加の一途を辿っています。主要疾患は１心筋梗

塞、狭心症、無痛性虚血性心臓病等の虚血性疾患。２下肢動脈、腎動脈、頸動脈などの閉塞性の

動脈硬化性疾患。３胸、腹部大動脈瘤。４心不全（急性型、慢性型の急性増悪、虚血性、非虚血

性）。５各種不整脈などありますが、その周辺にある、いわゆる生活習慣病（高血圧、脂質異常

症、メタボリック症候群など）の指導管理も当科の重要な担当領域です。これら全ての分野にお

けるアップデートでEBMに基づいた世界基準の診断と治療を提供することを目標に、チーム医

療として循環器内科は運営されています。当科をまわる研修医も同じ意識でチームの一員として、

医療に参加していただきますが、残念ながら初期研修では、自分の判断のみで治療方針を決定し

それを実行することは困難です。したがって検討会あるいは勉強会には欠かさず参加して指導を

受けるか、ベッドサイドあるいは検査室で上級医から直接指導を受けることになります。また、

副主治医として患者を受け持ち、医療の原点である患者さんとのコミュニケーション能力をたか

めることも重要な研修目標です。循環器の対象疾患の性格上、緊急対応を必要とすることが多く、

時間外勤務が多いことも当科の特徴です。したがって研修医に求められる要件として、患者さん

に対する思いやりの心は当然ですが、体力（力よりも粘り、タフさが重要）と人柄（誠実さ、協

調性）も同じく重要な点であります。

　治療成績については、上記５分野領域とも症例数はもとより治療内容とともに、東海地区のみ

ならず全国的にも上位クラスに入っています。また最近は、心臓リハ、WAON療法といった急

性期病院では今まであまり目を向けていなかった領域の治療法も積極的に取り入れ、多方面から

循環器疾患にアプローチしています。学会活動についても、初期研修で地方会レベルの発表の機

会が与えられています。また近隣で開催される研究会などにも積極的な参加が可能です。循環器

を志望する元気あふれる研修医の出現を期待しています。

Ⅷ．指導責任者
坪井　英之（所属長）

指導医資格保持者

坪井　英之、森島　逸郎、森田　康弘、吉田　路加

Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ○

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ○

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ○

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ○

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ○

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ○
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４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ○

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。（EBM
の実践ができる） ○

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ○

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ○

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ○

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ○

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ○

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ○

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ○

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ○

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ×

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 ○

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ○

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ×

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ○

４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ×

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ×

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ×

３．基本的な臨床検査

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 ×
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４）血液型判定・交差適合試験 ×

５）心電図（１２誘導）、負荷心電図 ○

６）動脈血ガス分析 ○

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ×

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

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 ○

１９）核医学検査 ○

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ○

４）圧迫止血法を実施できる。 ○

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ○

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ○

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×

１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ○

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ○

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、
麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ○
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３）基本的な輸液ができる。 ○

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ○

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ○

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ○

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ○

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ○

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ○

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ○

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ○
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8　精神神経科研修カリキュラム� 　

Ⅰ．プログラムの一般目標（GIO）
　全人的医療を行える医師を養成する一助となるべく、こころという側面から人を診ることがで

きることを目指し、精神科疾患患者の診断・治療に必要な基本的知識・技能を修得する。

Ⅱ．行動目標（SBOs）
＜プライマリケアとして＞

①統合失調症に対する知識を持つ。

②うつ病に対する知識を持つ。

③認知症に対する知識を持つ。

④精神医学的な病歴の取り方、診療録の記載、面接ができる。

⑤患者及びその家族に共感的態度を示す。

⑥基本的な精神症状を的確に把握する。

⑦基本的な薬物療法、精神療法を行う。

⑧精神科救急の初期対応に参加する。

⑨コ・メディカルの役割を理解し、連携する。

⑩人権に配慮し精神保健福祉法に則った医療ができる。

⑪精神疾患及びその発症を患者の存在様式、体験と正しく関連づける。

＜やや専門的な内容として＞

①症状性精神疾患の診療ができる。

②アルコール依存症の基本的な理解と治療ができる。

③不安障害の診療ができる。

④身体表現性障害・ストレス関連障害の診療ができる。

⑤中長期にわたり患者の治療を担当できる。

⑥精神科リハビリテーションや中間施設などの社会資源を活用して患者の社会復帰を援助する。

Ⅶ．精神神経科の紹介
　２１世紀は心の世紀といわれ、精神疾患（こころの病）の啓蒙が進み、全人的医療のために身体

面と同様に精神・心理面も重要視されている。当院には大垣病院、西濃病院、養南病院の３つの

協力型病院があり、２週間の精神科研修をいずれかの協力病院で行う。統合失調症、うつ病、認

知症の入院医療はいずれの病院でも行われ、それ以外にも精神科救急、アルコール依存症、不安

障害、身体表現性障害、ストレス関連障害、精神科リハビリテーション、地域精神医療などを幅

広く体験することができる。

（共通事項として）
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Ⅸ．EPOC該当項目

研修の評価（行動目標）

１．患者―医師関係

１）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 ×

２）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。 ×

３）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 ×

２．チーム医療

１）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 ×

２）上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 ×

３）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。 ×

４）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。 ×

５）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 ×

３．問題対応能力

１）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。（EBM
の実践ができる） ×

２）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 ×

３）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 ×

４）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 ×

４．安全管理

１）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 ×

２）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 ×

３）院内感染対策（Standard	Precautionを含む）を理解し、実施できる。 ×

５．症例呈示

１）症例呈示と討論ができる。 ×

２）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 ×

６．医療の社会性

１）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 ○

２）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。 ×

３）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 ×

４）医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。 ×

研修の評価（経験目標）

１．医療面接

１）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、
患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を理解できる。 ×

２）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。 ×

３）患者・家族への適切な指示、指導ができる。 ×

２．基本的な身体診察法

１）全身の診察（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、甲状腺の診察を含む）ができ、
記載できる。 ×

３）胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる。 ×
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４）腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる。 ×

５）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）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。 ×

８）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる。 ×

９）精神面の診察ができ、記載できる。 ○

３．基本的な臨床検査

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）、負荷心電図 ×

６）動脈血ガス分析 ×

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）・簡単な細菌学的検査（グラム
染色など） ×

１０）肺機能検査・スパイロメトリー ×

１１）髄液検査 ×

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 ×

１９）核医学検査 ×

２０）神経生理学的検査（脳波・筋電図など） ×

４．基本的手技

１）気道確保を実施できる。 ×

２）人工呼吸を実施できる。（バックマスクによる徒手換気を含む） ×

３）心マッサージを実施できる。 ×

４）圧迫止血法を実施できる。 ×

５）包帯法を実施できる。 ×

６）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴・静脈確保）を実施できる。 ×

７）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 ×

８）穿刺法（腰椎）を実施できる。 ×

９）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。 ×

１０）導尿法を実施できる。 ×

１１）ドレーン・チューブ類の管理ができる。 ×

１２）胃管の挿入と管理ができる。 ×

１３）局所麻酔法を実施できる。 ×
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１４）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 ×

１５）簡単な切開・排膿を実施できる。 ×

１６）皮膚縫合法を実施できる。 ×

１７）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。 ×

１８）気管挿管を実施できる。 ×

１９）除細動を実施できる。 ×

５．基本的治療法

１）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 ×

２）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱
薬、麻薬、血液製剤を含む）ができる。 ×

３）基本的な輸液ができる。 ×

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

６．医療記録

１）診療録（退院時サマリーを含む）をPOSに従って記載し管理できる。 ×

２）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 ×

３）診断書、死亡診断書、死体検案書、その他の証明書を作成し、管理できる。 ×

４）CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成し、症例呈示できる。 ×

５）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 ×

７．診療計画

１）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。 ×

２）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 ×

３）入退院の適応を判断できる。（デイサージャリー症例を含む） ×

４）QOL（Quality	of	Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画する。 ×
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【１．大垣病院】� 　

Ⅲ．方略、Ⅳ．経験すべき疾患、Ⅴ．評価について同病院の研修プログラムから以下に抜粋する。

臨床研修をはじめるにあたって
本プログラムの目的　

初期研修医が精神科医療に関して基本的素養を有することにより、より一層、精神医療の実践し

得ることを本プログラムの目的とする。その目的を達成するため、初期研修医の自主性を重んじ

つつ、必要な臨床経験の場を提供しつつ、知識・技術等の向上をはかる。

研修初日の日程　

午前中は、事務手続き（担当：事務所・総務課）が終わり次第、研修全般に関するオリエンテー

ション（担当：統括指導医）を行い（１時間～１時間半）、大垣病院各病棟の他、医療法人静風

会の様々な施設を見学する（担当：看護部長）。

午後１時半より、６階病棟にて、精神科に関わる法令などの講義（担当：田宮看護課長）の後、

受け持ち患者の割り当てを行う。その後、患者との面接実習を経て、初日研修は終了となる。

病棟への入室　

テンキーを使用しており、番号が他に知られることのないよう十分注意すること。又、扉はオー

トロックのため、必ず施錠したことを確認すること。

出勤時間および午前中の研修内容　

午前９時に外来第一診察室にて診察見学ならびに第一診察室担当医より、適宜、ミニレクチャー

を受ける。

第一診察室担当医：（月）鎌尾　貴裕医師、（火）板谷　春樹医師、（水）後藤　貴吉医師、

（木）纐纈　多加志医師、（金）坂井　豊雄院長である。

なお、個別の研修予定は、統括指導医が調整を行う。

服　装　

医師にふさわしい服装とし、当院所定の名札を必ずつけること。

休憩時間、午後の研修内容および帰宅時間　

概ね午前11時30分より午後１時３０分までは昼休憩とし、その間に昼食をとる。

午後１時３０分より６階病棟にて入院患者さんの面接実習を行う。準当直研修、当直研修以外の日

は午後５時にて研修を終了し、帰宅とする。

ミニレクチャーについて　

精神科医療における法律（精神保健指定医、入院形態など）

向精神薬の使い方（抗精神病薬、抗うつ薬、抗躁薬、抗不安薬、抗てんかん薬、

睡眠薬について、具体的処方方法を含めて講義）

急性精神病状態の初期治療（救急外来での対応を含めて）

（術後）せん妄、ICU症候群などへの対応
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認知症の診断と治療（認知症に伴う行動障害・精神症状に対する治療方法を含めて）

うつ病、うつ状態の診断と治療（仮面うつ病を含めて）

などについて、指導医が、適宜、実践的講義を行う。

報告義務　

研修開始初日に大垣市民病院における準当直研修・当直研修の予定表を統括指導医まで、提出する。

準当直・当直研修の予定変更・（諸般の事情により）遅刻する場合・研修日程に関わる事態が生

じた場合・（休暇についてはその性質上大垣市民病院での研修中に取得することが前提となるの

が特段の事情があり当院研修中に取得する場合）は、必ず、統括指導医に連絡する。

準当直研修・当直研修日について　

午後４時にて研修終了とする。

研修レポート　

４症例（統合失調症、認知症、気分障害、不眠症）について必要となるが、患者の生活歴、現病

歴を記載し、入院に至った経過をレポートにする。

患者氏名はイニシャルで記載し、各種症状については患者の言動とともに専門用語を使用する。

入院後臨床経過は時系列にて記載し、「どのようなアプローチがいかなる変化をもたらしたのか」

を考慮する。

質　問　

研修中、疑問な点があれば、遠慮することなく、積極的に指導医に質問すること。

研修最終日について　

４症例のレポート提出と自己評価をする。

研修医総括評価票
１　当院における臨床研修全般について

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

２　外来研修

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

３　病棟研修

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

４　ミニレクチャー

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

５　コミュニケーション能力・言動・態度の総括

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

６　２年次研修医として具有すべき知識・向上性

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１

７　各種報告事項の報告・時間および期限の厳守

　　　　　　　５　　　４　　　３　　　２　　　１
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Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
始業前
午　前 外来 外来 外来 外来 外来

午　後 病棟回診／
デイケア

病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診

時間外 オリエンテー
ション

カンファレンス
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Ⅷ．指導責任者
プログラム責任者

田口　真源医師（厚生労働省臨床研修指導医）

指導医：当院常勤医師全員が指導医となる。

鎌尾　貴裕医師、板谷　春樹医師、後藤　貴吉医師、纐纈　多加志医師
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【２．西濃病院】� 　

Ⅲ．方略
①指導医・上級医とともに入院患者を副主治医として担当する。

②指導医・上級医の指示のもと、回診を行い病状説明・検査・治療の指示を行う。

③主治医・上級医の指示のもと、カルテ記載を行う。

④症例検討会で症例呈示を行い、方針について討議する。

⑤外来にて予診を取り、上級医の指示のもと診察を行う。

⑥その他、週間予定表に記載された研修を行う。

Ⅳ．経験すべき疾患
＜プライマリケアとして＞

①統合失調症

②うつ病

③認知症

④適応障害

⑤神経症

⑥不眠症

Ⅴ．評価
①担当した入院患者の疾患・症例、経験すべき症状への対応―自己記録・レポート

②経験した手技―観察記録

③その他―観察記録

Ⅵ．週間予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

始業前

午　前 オリエンテー
ション
外来

外来 外来 往診 外来

午　後 病棟回診
講義

講義
（心理検査等）

講義
（脳波検査等）

講義
（精神保健）
回診

訪問看護

時間外

Ⅷ．指導責任者
吉村　剛（西濃病院）、富田　顕旨（大垣市民病院・統括責任者）

指導医資格保持者

富田　顕旨


