
平成30年度採用 初期研修医採用試験問題（語学） 平成29年8月20日（日）  

 

Objective:  

The aim of this study was to compare clinical outcomes of early versus delayed 

laparoscopic cholecystectomy (LC) in acute cholecystitis with more than 72 

hours of symptoms. 

 

Background:  

LC is the treatment of acute cholecystitis, with consensus recommendation that 

patients should be operated within 72 hours of evolution. Data however remain 

weak with no prospective study focusing on patients beyond 72 hours of 

symptoms. 

 

Methods:  

Patients with acute cholecystitis and more than 72 hours of symptoms were 

randomly assigned to early LC (ELC) or delayed LC (DLC). ELC was performed 

following hospital admission. DLC was planned at least 6 weeks after initial 

antibiotic treatment. Primary outcome was overall morbidity following initial 

diagnosis. Secondary outcomes were total length of stay, duration of antibiotic 

therapy, hospital costs, and surgical outcome. 

 

Results:  

Eighty-six patients were randomized (42 in ELC and 44 in DLC group). Overall 

morbidity was lower in ELC [6 (14%) vs 17 (39%) patients, P=0.015]. Median 

total length of stay (4 vs 7 days, P < 0.001) and duration of antibiotic therapy (2 vs 

10 days, P < 0.001) were shorter in the ELC group. Total hospital costs were 

lower in ELC (9349€vs 12,361€, P=0.018). Operative time and postoperative 

complications were similar (91 vs 88 min; P=0.910) and (15% vs 17%; P =1.000), 

respectively. 

 

Conclusions:  

ELC for acute cholecystitis even beyond 72 hours of symptoms is safe and 

associated with less overall morbidity, shorter total hospital stay, and duration of 

antibiotic therapy, as well as reduced cost compared with delayed 



cholecystectomy.  



平成 30年度採用 初期研修医採用試験問題（語学） 平成 29年 8月 20日（日）解答用紙 

 

受験番号  大学名    氏名       

 

１． この研究の主目的は何か？簡潔に記載せよ 

 

 

 

２． 対象となった患者（疾患）はどんな患者か？  

 

 

 

３． この研究ではどんな治療を比較したのか？ 比較した 2 つの方法を簡潔に述べよ 

 

 

  

４． 主目的の研究結果はどうなったか？簡潔に記載せよ 

 

 

 

５． 治療にかかるコストに関して、結果を簡潔に記載せよ 

 

 

 

６． この研究から導かれる結論は何か？簡潔に記載せよ 

 

 

 

 

  



平成 30年度採用 初期研修医採用試験・小論文 平成 29年 8月 20日（日） 

問題 

某大学病院において、ある医師による手術の結果と他の医師が行う同じ手術を比較した際に、死亡率が非常

に高いことがわかりました。患者の死に関しては、いろいろな要因があるとは言え、その医師によって手術を受けた

患者さんが死亡したことは、決して偶然では済まされません。 

あなたが来年、医者になったとして、日々の臨床研修の中で、偶然に起こったことでは済まされないことを自分が

起こしてしまうことも考えられます。 

（１）初期研修医の立場から医療における安全確保について、あなたの考えるキーワードを３つ示してくださ

い。 

（２）初期研修医として医療における安全はどうやったら確保することができるのか？自分の示した３つのキー

ワードを用いて 600-800字で述べてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成30年度採用 初期研修医採用試験問題（語学） 平成29年8月21日（月） 

 

Objective:  

Acute cholecystitis is a common disease, and laparoscopic surgery is the standard of care. 

Background: 

Optimal timing of surgery for acute cholecystitis remains controversial: either early 

surgery shortly after hospital admission or delayed elective surgery after a conservative 

treatment with antibiotics. 

Methods:  

The ACDC (“Acute Cholecystitis—early laparoscopic surgery versus antibiotic therapy 

and Delayed elective Cholecystectomy”) study is a randomized, prospective, open-label, 

parallel group trial. Patients were randomly assigned to receive immediate surgery 

within 24 hours of hospital admission (group ILC) or initial antibiotic treatment, followed 

by delayed laparoscopic cholecystectomy at days 7 to 45 (group DLC). For infection, all 

patients were treated with moxifloxacin for at least 48 hours. Primary endpoint was 

occurrence of predefined relevant morbidity within 75 days. Secondary endpoints were as 

follows: (1) 75-day morbidity using a scoring system; (2) conversion rate; (3) change of 

antibiotic therapy; (4) mortality; (5) costs; and (6) length of hospital stay. 

Results:  

Morbidity rate was significantly lower in group ILC (304 patients) than in group DLC 

(314 patients): 11.8% versus 34.4%. Conversion rate to open surgery and mortality did 

not differ significantly between groups. Mean length of hospital stay (5.4 days vs 10.0 

days; P < 0.001) and total hospital costs (€2919 vs €4262; P < 0.001) were significantly 

lower in group ILC. 

Conclusions:  

In this large, randomized trial, laparoscopic cholecystectomy within 24 hours of hospital 

admission was shown to be superior to the conservative approach concerning morbidity 

and costs. Therefore, we believe that immediate laparoscopic cholecystectomy should 

become therapy of choice for acute cholecystitis in operable patients. 

 

 

 

 

 



平成 30年度採用 初期研修医採用試験問題（語学） 平成 28年 8月 22日（月）解答用紙 

 

受験番号  大学名    氏名       

 

７． この研究が明らかにしたいことは何か？簡潔に記載せよ 

 

 

 

８． 対象となった患者（疾患）はどんな患者か？  

 

 

 

９． この研究ではどんな治療を比較したのか？ 比較した 2 つの方法を簡潔に述べよ。 

 

 

  

１０． 主要仮説の研究結果はどうなったか？簡潔に記載せよ。 

 

 

 

 

１１． 治療にかかるコストに関して、簡潔に記載せよ 

 

 

 

１２． この研究から導かれる結論は何か？簡潔に記載せよ 

 

 

 

 

  



平成 30年度採用 初期研修医採用試験・小論文 平成 29年 8月 21日（月） 

問題 

先日、座席数よりも多くの乗客を乗せた飛行機が離陸前に、乗客の座席がないことが判明して出発が遅れる

事案がありました。このように、人数を間違えたりすることで、多くの方に迷惑をかけることがあります。医療におい

ては患者さんを間違えてしまう事例が後をたちません。これは本来、あってはならないことです。 

あなたが来年、医者になったとして、日々の臨床研修の中で、患者取違え（患者誤認）に遭遇することも考え

られます。 

（１）初期研修医の立場から患者誤認について、あなたの考えるキーワードを３つ示してください。 

（２）初期研修医として患者誤認はどうやったら防止することができるのか？自分の示した３つのキーワードを

用いて 600-800字で述べてください。 

 


