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名古屋第二赤十字病院臨床研修プログラム概要＜共通＞ 

 

１．当院の理念 

  赤十字精神を基本に 

・医療人としての倫理を守ります。 

・医療の質の向上に努めます。 

・患者さん中心の医療を実践します。 

  

２．当院のホスピタルミッション 

1.医療の質と安全とサービスでトップレベルの病院 

     安全な医療、安心感のあるアメニティを目指します。 

     救急医療・高度医療・がん医療の充実に努めます。 

     トップレベルの病院をつくるために、健全経営の維持に努めます。 

2. 人材が集まり、人材が育ち、人材を育てる病院 

     教育・研修施設として人材育成に努めます。 

     職員の満足度が高く働きがいのある病院を目指します。 

3. 社会に貢献するモラルの高い病院 

     地域医療に貢献します。 

     国内の災害救護と国際医療救援の推進に努めます。 

 

３．当院の研修理念・臨床研修の基本方針 

  〈研修理念〉 

・医療人として適正な人格形成を目指した研修医教育を行います。 

・医療チームの一員としての役割を果たすことができる研修医教育を行います。 

・患者さん中心の医療の中で、全人的医療を心掛けます。 

・救急医療・入院診療などを通してプライマリケアの習得を目標とします。 

   ・赤十字の研修医として、災害医療に貢献できる教育を行います。 

  〈臨床研修の基本方針〉 

・患者さん中心の医療をおこなう上で、安全な医療を実践できる能力を習得する。 

・他職種と協調して、医療チームの一員となる。 

・基本的診療能力の習得を日々の研修から心がけ、生涯にわたる学習の礎を築く。 

・円滑に診療情報を伝達するために、医療者としての必要なコミュニケーション能

力を養う。 

・生命の尊厳を意識して、救急医療・災害医療・高度医療・がん医療・地域医療の

研鑽に努める。 

 

４．研修規定 

（１）当院において臨床研修を受けるためには、医師国家試験に合格して医師免許を持

つ者でなければならない。 
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（２）研修医の採用試験および選考は、本院研修医教育委員会が行い、院長の決裁によ

ってこれを決定する。採用予定人員は毎年の募集に際して発表する。 

（３）研修期間の契約は、２年間とする。 

（４）研修期間中は、本院ならびに協力型臨床研修病院（二年次精神科）あるいは研修

協力施設（二年次地域医療）の就業規則を適用する。また、アルバイト行為は禁

止とする。 

（５）研修２年間を通じて、内科（24週以上）、救急部門（12週以上）、外科（5週）、小

児科（4 週以上）、産婦人科（4 週以上）、総合内科（4 週）、精神科（4 週）、地域

医療（4週以上）、整形外科（4週）に加えて、約 28週間の選択科目（うち 2-3週

間は１年次で選択。残り 25-26週は２年次で自由選択）を研修する。 

（６）臨床研修に関する全般の管理は、研修医教育委員会ならびに研修管理委員会にお

いて行う。特に、研修についてのあるいは研修後の進路についての相談等の支援

は前者において行い、また研修医の評価については両者において行う。 

（７）研修プログラムについての方針決定や各研修プログラム間の相互調整などは、研

修管理委員会において適宜検討するものとする。 

（８）当直勤務については、研修開始後一定期間は「見習い当直」として当直医の指導

のもとに訓練を受ける。７月から「副当直」として正式にスタッフとして加わる。 

（９）評価は、相互に（研修医は各科または各施設の指導医・上級医の教育指導内容に

対して、一方各科または各協力施設の指導医・上級医が研修医の研修に対して）

行われる。教育委員会並びに研修管理委員会はこの結果を研修システム改善のた

めにフィードバックさせ、見直しを図る。（補足事項：評価をするにあたり、ロー

テート評価入力と必須症例を含む症例レポートの記載、JAMEP主催の「基本的臨床

能力評価試験」の受験、e-ラーニング「命にかかわる画像診断」の受講を研修医

は確実に行わなくてはならない） 

（10）研修管理委員会は研修医の評価を行い、院長に報告する。修了したと認められる

時は、「臨床研修修了証」が交付される。尚、各研修医に関する記録は５年間保存

される。 

 

５．研修医規範 

・研修医も社会人として、当院の行動規範※を順守する。 

・時間厳守・身だしなみなど、医師として、社会人として、適切な姿勢で医療に臨むこ

と。 

・あいさつは自ら率先して行うこと。 

・チーム医療を行う上で、研修医もその一員であることを自覚すること。 

・情報収集、情報共有を確実に行う上で、メールのチェックは必ず毎日行うこと。 

・アルバイトはいかなる理由があっても行ってはならない。 

 

医師法 16条の 3 

「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努め

なければならない。」 
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臨床研修に関する省令 

「臨床研修病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修

を行ってはならない」と規定されています。 

 

※当院の行動規範（http://yamanote.nagoya2.jrc.or.jp/jinji/shokuin_kodokihan.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．研修医が行える医療行為・責任・守秘義務 

・研修医は指導医の指示監督のもと、院内で定めた医療行為に関する基準に基づき診療

を行う。 

・上記に基づいて研修医が院内で行った医療行為に伴って生じた医療事故などは、すみ

やかに報告され、その責任に関しては病院が責を負う。 

・研修医は職務上、知り得た患者・家族などの個人情報を保護し、秘密を漏らすことは

あってはならない。また、研修修了後も守秘義務※は医師として守らなければならない。 

 

※刑法 第 134条 

第 1項「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれ

らの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り

得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金に処する。」 

 

７．研修医が患者を担当する場合の役割 

・当院において研修医は、常勤嘱託医師として勤務にあたる。 

名古屋第二赤十字病院 職員行動規範 （全職員共通） 

 

１．来院される方に対して、また職員どうしで、自分から笑顔であいさつすること。 

２．清潔感があり、きちんとした身だしなみを整えること。 

３．決められた時間や約束の時間を守ること。遅れたり欠席する場合は事前に連絡するこ

と。 

４．業務に関する情報は、必要に応じてすみやかに職場のスタッフと共有すること。 

５．初対面の患者さんには、はじめに自己紹介をすること。 

６．患者さんに診察や説明をしたあとには、最後に「何かわからないことやご質問はありませ

んか？」と尋ねること。 

７．業務上知りえた情報は関係職員以外へ絶対に洩らさないこと。 

８．感謝の気持ちを「ありがとう」の言葉として相手に伝えること。 

９．イントラネットにアクセスして、情報収集に努め、また、メールをチェックすること。 

１０．コーチングの風土を病院全体に根付かせ、思ったことが口に出せる風通しのよい職場

作りに努めること。 

１１．健康的で生きがいを感じられる職場環境をつくること。 

１２．セクハラやパワハラのない健全な職場風土をつくること。 

１３．チーム医療のために、職種間の良好なコミュニケーションをこころがけること。 
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・研修医は、院内で定めた種々の診療マニュアル・規定（診療部門マニュアル、診療録

記載マニュアル、医療事故防止マニュアル、救命救急センター運用規定など）に従い

患者の診療を行う。 

・患者の診察、カルテ記載、検査計画の立案・実施、処置、処方、注射、点滴、手術、

内視鏡処置などに関して、指導医・上級医の指導のもと、医師としての知識・技能を

活かして職務にあたる。 

・患者の安全の確保が最優先であり、事故防止のみならず、患者急変時には医師として

救命処置を行う。 

 

８．研修医の医療行為の基準 

経験すべき手技 

○単独可 気道確保  

◎要確認 気管挿管  

○単独可 人工呼吸  

○単独可 心マッサージ  

○単独可 除細動  

○単独可 注射法（皮内）  

○単独可 注射法（皮下）  

○単独可 注射法（筋肉）  

○単独可 注射法（末梢）  

◎要確認 注射法（中心静脈）  

○単独可 緊急薬剤（心血管作動薬）  

○単独可 緊急薬剤（抗不整脈薬）  

○単独可 緊急薬剤（抗痙攣薬）  

○単独可 採血法（静脈血）  

○単独可 採血法（動脈血）  

○単独可 導尿法  

◎要確認 穿刺法（腰椎）  

●要立会 穿刺法（胸腔）  

●要立会 穿刺法（腹腔）  

◎要確認＊ 胃管の挿入と管理  

○単独可 圧迫止血法  

○単独可 局所麻酔法  

◎要確認 簡単な切開・排膿  

○単独可 皮膚縫合法  

○単独可 創部消毒とガーゼ交換  

○単独可 軽度の外傷・熱傷の処置  

○単独可 包帯法  

◎要確認 ドレーン・チューブ類の管理  

◎要確認 緊急輸血  

○単独可 補液管理  

○単独可 心肺蘇生法（ACLS)  

◎要確認 外傷初期診療（JATEC) 

＊平成 23年度から要確認に変更（研修医教育委員会にて議決） 

2019年以降、変更が生じる場合には、変更箇所を必ずイントラ HPで参照すること 
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９．研修実務に関する規定 

病棟 

・受持ち患者の診療を基本として、病棟業務を行う。 

・診察した患者のカルテ記載を遅滞なく行う。また、退院時には退院サマリーを記載す

る。 

・また、上級医・指導医の指示・指導のもと、受持ち以外の患者への処置（静脈ルート

確保など）や処方などを行う。 

・処方、カルテ記載に関しては、電子カルテのカウンターサイン機能を用いて、承認医

をたてた上で操作を行う。 

・研修医は、単独で行ってよい手技、指導医の確認が必要な手技、立ち会いが必要な手

技を確認して医療行為を行う。 

・倫理観を持ち、患者のプライバシーを配慮する。 

・医療安全、Patient Safety、感染対策などに十分配慮した診療を行う。 

・研修医が記載したカルテ、出された指示に関しては、指導医がコメント・承認を行う。 

・診療計画作成への参画、インフォームドコンセント取得への立ち会いなどを積極的に

行う。 

・チーム医療を実践する上で、研修医も診療チームの一員であることを意識して職務に

あたる。 

・診療科カンファレンス、病棟カンファレンス、多職種カンファレンスに出席し、入院

患者の診療に必要ないろいろな情報を入手する。 

・研修医から出された指示を受けた看護師は、ダブルチェックなどを行い事故防止に努

める。 

・ミスに気づいた場合、すみやかに病棟責任者に報告し、研修医・上級医・指導医に報

告し、修正を行い、事故を未然に防ぐ。 

・ヒヤリハットや疑義照会がある場合にはすみやかにインシデントレポートを作成する。 

 

手術室 

・ローテート研修科での患者の手術手技を学ぶ。 

・指導医・上級医の判断のもと、執刀医となる場合もある。 

・麻酔科研修において、全身麻酔・局所麻酔を学ぶ。 

・研修医は、単独で行ってよい手技、指導医の確認が必要な手技、立ち会いが必要な手

技を確認して医療行為を行う。 

・倫理観を持ち、患者のプライバシーを配慮する。 

・医療安全、Patient Safety、感染対策などに十分配慮した診療を行う。 

・手術室での組織検体の取り扱い方法、タイムアウトを順守する 

・チーム医療を実践する上で、研修医も診療チームの一員であることを意識して職務に

あたる。 

・研修医から出された指示を受けた看護師は、ダブルチェックなどを行い事故防止に努

める。 



6 

 

・ミスに気づいた場合、すみやかに病棟責任者に報告し、研修医・上級医・指導医に報

告し、修正を行い、事故を未然に防ぐ。 

・ヒヤリハットや疑義照会がある場合にはすみやかにインシデントレポートを作成する。 

・手術部ＨＰの「手術室へ入室される医療従事者の方へ」を遵守する。 

http://yamanote.nagoya2.jrc.or.jp/op/ophomepage/ophomepage.html 

 

手術室に入る方へ 
１．患者の前では私語を慎みましょう。 

意識下の手術の場合、患者さんには聞こえています。 

２．モラルを持って使用しましょう。 

  手術室内の施設・設備は皆さんで使用しています。 

  他の人のことを考えて、各自が責任を持って行動しましょう。  

 

＜靴の使用＞  

・手術室は１足制です。 

   ・原則院内で靴の洗浄はしません。シューズカバーを着用して、各自の靴の管理をお願

いします。シューズカバーを着用しても、汚染がひどい場合はご相談ください。 

   ・靴の購入はハートフルショップで購入できます。靴が届くまでに１週間かかります。 

 

   

     手術室内での靴は、各自の靴にシューズカバーを着用していただくか、 

共同シューズがラウンジに用意してありますのでご使用ください。 

   

＜ロッカーの管理＞ 

 ・ロッカーや靴箱の個人使用は常勤者のみネームを作成しております。 

 常勤者以外の方はフリーのロッカーをご使用ください。（白い細身のロッカー） 

    ・フリーのロッカーを使用時は、マグネットボードに使用日時・氏名を記入の上、使用

中のロッカーに貼ってください。フリーのロッカーは個人で占有しないでください。 

・ロッカーの合鍵は手術管理室にて保管しています。看護師にお問い合わせください。 

・退職、非常勤に契約変更の場合はロッカー、靴箱の返却をお願いします。ロッカーの

中を空にして、解錠の状態で、返却をお願いします。 

 

＜ラウンジ・記録室の PCの使用＞ 

・整理整頓、ゴミの管理は節度を持ってお願いします。 

・飲食しながらの PCの利用はご遠慮ください。 

・湯沸かしポット使用の際は、空焚きをしないようお湯の残量に注意してください。 

・ラパロコーチャー(腹腔鏡練習機)の管理は、医局です。医局の皆様が気持ちよく練習

できるよう、使用後の後片付けをお願いします。 

 

研修医・見学者の方へ 

http://yamanote.nagoya2.jrc.or.jp/op/ophomepage/ophomepage.html
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＜手術室内＞ 

 ・帽子・マスクの着用をお願いします。 

 ・手術着は更衣室に準備があります。色分けがあるので、確認して着用して下さい。 

・手術着は、手術室外に持ち出しをしないで下さい。 

・手術室内のゴミは分別して、ゴミ箱に捨てましょう。床には捨てないで下さい。 

 ・暴言や攻撃的な振る舞いはやめましょう。 

 ・HABの着脱は各自ではできません。医療情報センターの許可が必要です。 

必要時は看護師までご相談ください。 

 

＜病理検体室＞ 

 ・刃物の取り扱いは十分に注意してください。 

 ・各患者のネームシールは置き忘れしないようにして下さい。 

   ・不要となったホルマリンは、手術室スタッフに声をかけてください。処理方法が、法

令で決められています。 

     

３．医療安全、感染予防 

   以下のマニュアルを参照して手術室で勤務をお願いします。 

（Ctrlキーとマウスクリックでリンク先に飛べます） 

    ・手術室ラビング法手洗い 

    ・手術室手もみ法手洗い 

・防護用具の使用法 

・標本検体の取り扱い 

・手術安全チェックリスト（医療安全 HPのマニュアル P.136（Ⅱ-2）へリンク） 

・術前マーキングの運用マニュアル.pdf 

    

手術着で院内に外出する場合は上着を準備していますので着用して下さい。 

   上着を着用せずに外出した場合は着替えをしましょう。 

   手術着で院外へ外出することは禁止です。 

  

４．医療機器、滅菌器材のご相談はトップページにある「各診療科担当看護師」とご相談

ください。 

      2014/05/15 作成    手術部長  小松  看護師長 松岡 

      2015/04/27 改訂    手術部長  鳴海  看護師長 松平 

 

救急外来 

・担当する救急患者の診療を行う。 

・診察した患者のカルテ記載を遅滞なく行う。 

・研修医は、単独で行ってよい手技、指導医の確認が必要な手技、立ち会いが必要な手

技を確認して医療行為を行う。 

・倫理観を持ち、患者のプライバシーを配慮する。 

file://///nas1.nagoya2.jrc.or.jp/0397/Ⅱ．手術室各係/基準/H25病院機能評価　基準/感染/中央手術室感染マニュアル/06完全ラビング法写真付き.doc%23HP用
file://///nas1.nagoya2.jrc.or.jp/0397/Ⅱ．手術室各係/基準/H25病院機能評価　基準/感染/中央手術室感染マニュアル/04%20手揉み法写真付き.doc%23HP用
http://webmail.nagoya2.jrc.or.jp/egmaingx/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TZMS6F6J/標準予防策.docx
http://webmail.nagoya2.jrc.or.jp/egmaingx/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Ⅱ．手術室各係/基準/H25病院機能評価　基準/事故防止/検体取り扱い基準.doc#HP用
http://webmail.nagoya2.jrc.or.jp/squirrelmail/src/★H30年度版%20完成品/★H30年度版%20完成品/2.内容/術前マーキングの運用マニュアル.pdf
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・医療安全、Patient Safety、感染対策などに十分配慮した診療を行う。 

・研修医が記載したカルテ、出された指示に関しては、指導医・上級医がカウンターサ

インを行う。 

・研修医から出された指示を受けた看護師は、ダブルチェックなどを行い事故防止に努

める。 

・ミスに気づいた場合、すみやかに救急外来責任者に報告し、研修医・上級医・指導医

に報告し、修正を行う。 

・ヒヤリハットや疑義照会がある場合にはすみやかにインシデントレポートを作成する。 

・Ｂ当直（2年目研修医）は A勤務、救急科深夜指導医などとともに、診療の実務を担当

し、副直（1年目研修医）を指導する。 

・救急外来で問題が生じる可能性がある場合には、より上級医師に報告し、その判断を

仰ぐ。 

・チーム医療を実践する上で、研修医も診療チームの一員であることを意識して職務に

あたる。 

・救命救急センター運用規定、当直医師服務規定および救命救急センター運営委員会

細則に従って実務を行う。 

 

当直 

・1年目研修医は副直として、2年目研修医は B直として、当直業務を行う。 

・当直業務は、平日：午後 5時から翌日の午前 8時 30分までの夜間当直、休日：午前 8

時 30分から午後 5時までの日勤帯当直、午後 5時から翌日の午前 8時 30分までの夜

間当直として交代制で行われる。 

・夜間当直明けが平日で通常の勤務が行われる場合には、原則として、症例などの省察

（振り返り）が終了した段階で帰宅する。 

（研修上、必要に応じて午後も残って、自己研鑽にて診療・研修を行う場合には、過

労につながらないよう自己管理も含めて対応し、事故防止に努める。） 

※2020年 3月時点で、医師の働き方改革を検討しており、今後、当直という名称、

ならびに救急外来での勤務体系に関しては変更の可能性がある。 

 

１０．研修医のカルテ記載・サマリー作成 

・診療記録記載マニュアルに従って、研修医も自分のログイン IDを用いて診療にあたっ

た患者のカルテ記載を遅滞なく行う。 

・患者さんの氏名・生年月日の 2点確認を行い、患者誤認防止に努める。 

・カルテは開示請求に対応できるように適切な用語を用いて医学的に記載する。 

・ローテート終了時や、患者を次の研修医に引き継ぐ場合には中間サマリーを作成する。 

・研修医は担当した患者のサマリーを自ら積極的に記載し、主治医または指導医に確認

をもらい、診療部長から承認を得る。 

・退院サマリーは退院後、１週間以内に記載する。 
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１１．研修医の指導体制 

ローテートする各診療科の責任部長の監督のもと、原則として研修医 1名につき各指

導医または上級医 1名が指導にあたる。時間外救急外来での救急疾患に関する研修につ

いては、救急部長の監督のもと、原則として研修医 1名につき各指導医または上級医 1

名が指導する。 

また、協力型臨床研修病院、研修協力施設における研修期間中は、当該研修実施責任

者および指導医の指導の下に研修を行う。 

 

各診療科の指導医（指導医講習会受講済）一覧    令和 3年 3月時点（3月末退職者除く） 

番号 診療科 役職 氏名 取得年月日 

1.  血液・腫瘍内科 血液・腫瘍内科部長 内田 俊樹 H23.2.20 

2.  血液・腫瘍内科 血液・腫瘍内科副部長 小林 美希 H26.2.16 

3.  血液・腫瘍内科 輸血部長 笠井 雅信 H24.1.10 

4.  血液・腫瘍内科 医長 齋藤 繁紀 H29.2.12 

5.  腎臓内科 第一腎臓内科部長 武田 朝美 H17.9.18 

6.  腎臓内科 第二腎臓内科副部長 大塚 康洋 H21.3.22 

7.  腎臓内科 医長 新城 響 H26.2.16 

8.  総合内科 第二総合内科部長 横江 正道 H16.12.12 

9.  総合内科 第一総合内科副部長 吉見 祐輔 H26.2.16 

10.  総合内科 医師 久田 敦史 H28.2.7 

11.  総合内科 医師 宮川 慶 H29.2.12 

12.  総合内科 医師 竹内 元規 R3.1.17 

13.  脳神経内科 第一脳神経内科部長 安井 敬三 H17.9.18 

14.  脳神経内科 第二脳神経内科副部長 両角 佐織 H23.8.7 

15.  脳神経内科 医長 荒木 周 H27.1.25 

16.  呼吸器内科 呼吸器内科部長 小笠原 智彦 H17.6.5 

17.  呼吸器内科 呼吸器・腫瘍内科部長 若山 尚士 H17.9.18 

18.  呼吸器内科 呼吸器内科副部長 村田 直彦 H29.2.12 

19.  呼吸器内科 医師 松田 浩子 H29.11.5 

20.  消化器内科 消化器・肝胆膵内科部長 林 克巳 H17.9.18 

21.  消化器内科 消化器・消化管内科部長 山田 智則 H21.3.22 

22.  消化器内科 消化器・消化管内科副部長 蟹江 浩 H24.2.19 

23.  消化器内科 消化器・肝胆膵内科副部長 日下部 篤宣 H25.2.3 

24.  消化器内科 消化器・腫瘍内科副部長 宮部 勝之 H30.1.7 

25.  消化器内科 医長 水野  裕介 H28.2.7 

26.  循環器内科 副院長 吉田 幸彦 H17.9.18 

27.  循環器内科 第三循環器内科部長 鈴木 博彦 H27.2.8 

28.  循環器内科 第一循環器内科副部長 小椋 康弘 H29.1.29 

29.  循環器内科 医長 竹中 真規 H30.11.11 

30.  循環器内科 医師 安藤 萌名美 H30.11.11 

31.  小児科 第一新生児科部長 田中 太平 H17.9.18 

32.  小児科 小児アレルギー科部長 神田 康司 H25.4.1 

33.  小児科 第一小児科部長 石井 睦夫 H19.2.4 

34.  小児科 第二小児科部長 岸 真司 H21.3.22 
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35.  小児科 小児腎臓科部長 後藤 芳充 H26.10.19 

36.  小児科 第三小児科部長 犬飼 幸子 H18.1.9 

37.  小児科 第二小児科副部長 横山 岳彦 H22.11.20 

38.  小児科 医長 廣岡 孝子 H26.10.19 

39.  小児科 小児腎臓科副部長 笠原 克明 H25.2.3 

40.  小児科 医師 圓若 かおり H27.2.8 

41.  小児科 第一新生児科副部長 山田 崇春 H24.2.5 

42.  小児科  医師 真島 久和 H29.11.16 

43.  小児科 医師 津田 兼之介 H30.7.1 

44.  一般消化器外科 第一一般消化器外科部長 坂本 英至 H17.9.18 

45.  一般消化器外科 第二一般消化器外科部長 法水 信治 H21.3.22 

46.  一般消化器外科 乳腺外科部長 小林 尚美 H19.11.24 

47.  一般消化器外科 第一一般消化器外科副部長 新宮 優二 H24.2.19 

48.  一般消化器外科 乳腺外科副部長 山内 康平 H28.3.6 

49.  一般消化器外科 医長 尾辻 英彦 H27.10.18 

50.  移植外科・内分泌外科 第一移植外科部長 渡井 至彦 H21.3.22 

51.  移植外科・内分泌外科 第一移植外科副部長 後藤 憲彦 H27.2.8 

52.  移植外科・内分泌外科 第二移植外科部長 鳴海 俊治 H25.2.3 

53.  移植外科・内分泌外科 第一移植外科副部長 平光 高久 H25.2.3 

54.  移植外科・内分泌外科 内分泌外科部長 一森 敏弘 H21.11.1 

55.  移植外科・内分泌外科 医師 二村 健太 H29.11.5 

56.  移植外科・内分泌外科 常勤嘱託医師 阿部 哲也 H31.11.16 

57.  整形外科 院長 佐藤 公治 H22.10.10 

58.  整形外科 リハビリテーション科部長 安藤 智洋 H17.9.18 

59.  整形外科 整形外科・脊椎脊髄外科副部長 鈴木 喜貴 H28.10.16 

60.  整形外科 医長 樋口 善俊 R2.2.9 

61.  脳神経外科 副院長 関 行雄 H20.2.11 

62.  脳神経外科 第三脳神経外科副部長 高須 俊太郎 H19.2.4 

63.  脳神経外科 医長 岸田 悠吾 H23.10.9 

64.  呼吸器外科 呼吸器外科部長 吉岡 洋 H19.2.4 

65.  呼吸器外科 医長 羽切 周平 H29.11.12 

66.  血管外科・心臓外科 心臓外科部長 加藤 亙 H25.2.3 

67.  血管外科・心臓外科 血管外科部長 田中 啓介 H26.2.16 

68.  泌尿器科 泌尿器科部長 錦見 俊徳 H26.2.16 

69.  泌尿器科 第一泌尿器科副部長 山田 浩史 H19.2.4 

70.  泌尿器科 医長 水野 秀紀 H30.2.11 

71.  産婦人科 第一産婦人科部長 山室 理 H17.9.18 

72.  産婦人科 第二産婦人科部長 加藤 紀子 H20.2.17 

73.  産婦人科 第一産婦人科副部長 茶谷 順也 H25.2.3 

74.  産婦人科 第二産婦人科副部長 林 和正 H25.2.3 

75.  産婦人科 医師 新保 暁子 H27.2.8 

76.  眼科 眼科部長 永田 篤 H17.9.18 

77.  眼科 医師 大高 康博 H21.3.15 

78.  耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科副部長 中村 善久 H20.10.26 

79.  耳鼻咽喉科 医師 松本 珠美 H29.2.12 



11 

 

80.  耳鼻咽喉科 医師 山中 一弘 H26.7.21 

81.  放射線科 第一放射線科部長 伊藤 雅人 H25.2.3 

82.  放射線科 第二放射線科部長 南部 一郎 H26.2.16 

83.  放射線科 第三放射線科部長 木下 佳美 H27.2.8 

84.  放射線科 第一放射線科副部長 祖父江 亮嗣 H19.2.4 

85.  放射線科 第二放射線科副部長 杉江 愛生 H12.1.10 

86.  麻酔・集中治療部 国際医療救援部長 杉本 憲治 H28.2.7 

87.  麻酔・集中治療部 第二麻酔・集中治療部長 棚橋 順治 H24.2.19 

88.  麻酔・集中治療部 第三麻酔・集中治療部長 寺澤 篤 H19.2.4 

89.  麻酔・集中治療部 第二麻酔・集中治療副部長 田口 学 H28.2.7 

90.  麻酔・集中治療部 医師 井上 芳門 H29.2.12 

91.  麻酔・集中治療部 医長 古田 敬亮 H29.11.5 

92.  病理診断科部 病理診断科副部長 前田 永子 H27.2.8 

93.  救急科 救急科部長 稲田 眞治 H21.3.22 

94.  救急科 医長 神原 淳一 H27.2.8 

95.  救急科 医長 福田 徹 H27.2.8 

96.  救急科 救急科副部長 加藤 久晶 H.26.6.15 

97.  救急科 医師 丸山 寛仁 R1.9.22 

98.  薬物療法内科 薬物療法内科副部長 柴田 剛志 H28.2.7 

99.  精神科 精神科部長 竹内 浩 H28.1.10 

100.  精神科 常勤嘱託医師 高野 正人 H24.11.4 

101.  形成外科 形成外科副部長 風戸 孝夫 H23.12.18 

102.  （外科部） 外科部長 横井 圭介 H17.9.18 

103.  （内科部） 内科部長 塚川 敏行 H20.2.17 

 

１２．研修修了後の進路 

新しい専門医制度に基づき、初期研修修了予定のものは自分に適したプログラムを選択し

各自で応募する。当院での専門研修を継続希望するものも、プログラムを選定し応募する。 

 

１３．臨床研修の修了及び中断，未修了の取り扱いについて 

当院における臨床研修の修了及び未修了の取扱いにあたっては、厚生労働省の「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」の規定に基づき、下記のとおり取

り扱うこととする。 

 

「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」より抜粋 

18 臨床研修の修了 

(1)臨床研修の修了基準 

   ア 研修実施期間の評価 

管理者は、研修医が研修期間の間に、以下に定める休止期間の上限を減じた日

数以上の研修を実施しなければ修了と認めてはならないこと。 

(ア)休止の理由 

      研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な
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理由（研修プログラムで定められた年次休暇を含む）であること。 

(イ)必要履修期間等についての基準 

研修期間を通じた休止期間の上限は９０日（研修機関（施設）において定め

る休日は含めない。）とすること。 

      各研修分野に求められている必要履修期間を満たしていない場合は、休日・

夜間の当直又は選択科目の期間の利用等により、あらかじめ定められた研修

期間内に各研修分野の必要履修期間を満たすよう努めなければならないこと。 

(ウ)休止期間の上限を超える場合の取扱い 

      研修期間終了時に当該研修医の研修休止期間が９０日を超える場合には、未

修了とするものであること。この場合、原則として引き続き同一の研修プロ

グラムで研修を行い、９０日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。 

      また、基本研修科目又は必修科目で必要履修期間を満たしていない場合にも

未修了として取扱い、原則として引き続き同一の研修プログラムで当該研修

医の研修を行い、不足する期間以上の期間の研修を行うこと。 

(エ)プログラム責任者の役割 

プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を

行わなければならないこと。研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある

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、当

該研修医があらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるように努め

なければならないこと。 

   イ 臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く。）の達成度の評価 

管理者は、研修医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各目標について達

成したか否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成

しなければ、修了と認めてはならないこと。 

     個々の目標については、研修医が医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与

えずに行うことができる場合に当該項目を達成したと考えるものであること。 

   ウ 臨床医としての適性の評価 

     管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはなら

ないこと。 

     臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、十分慎重に検討を行う必要が

あること。なお、原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行った臨床研修

病院においては、その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の判断を行

うべきではなく、少なくとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に

評価を行うことが望ましいこと。 

(ア)安心、安全な医療の提供ができない場合 

医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意志疎通に欠け不安感を与える場合

等には、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさない

よう十分注意しながら、指導・教育するものであること。十分な指導にもかか

わらず、改善がみられず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や

中断の判断もやむを得ないこと。 
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一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に

関しては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育を行うこと。原則

として、あらかじめ定められた研修期間を通じて指導・教育し、それでもなお

医療の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了や中断の判断もやむを得ない

こと。 

     また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、

又は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や中断の判断もやむを得ない

こと。なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修

不可能であるが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院で

は研修可能な場合には、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを

可能とすること。 

(イ)法令・規則が遵守できない者 

医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第７条の２第１項の規定に基づ

く再教育研修を行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被

害を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとす

ること。 

 

(2)臨床研修の修了認定 

   ア 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研

修医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならな

いこと。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床

研修を再開した研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修

医の評価を考慮するものとすること。 

   イ 管理者は、アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、

速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載し

た臨床研修修了証（様式 14）を交付しなければならないこと。 

(ア)氏名、医籍の登録番号及び生年月日 

(イ)修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称 

(ウ)臨床研修を開始し、及び修了した年月日 

(エ)臨床研修を行った臨床研修病院（臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行

った場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設）の名称 

 

(3) 臨床研修の中断と未修了 

   3-1 基本的な考え方 

     臨床研修の「中断」とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラ

ムに定められた研修期間の途中で臨床研修を中止することをいうものであり、原則と

して病院を変更して研修を再開することを前提としたものである。 

      臨床研修の「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
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修プログラムで研修を行うことを前提としたものである。 

     研修プログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定めら

れた研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、安易に未修了や中断の

扱いを行うべきではない。 

    やむを得ず研修の中断や未修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は

当該研修医及び研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の研修に関する正確な情

報を十分に把握する必要がある。さらに、研修医が臨床研修を継続できる方法がない

か検討し、研修医に対し必要な支援を行う必要がある。 

    これらを通じて、中断・未修了という判断に至る場合にも当該研修医が納得するよ

う努めるべきである。なお、この様な場合においては、経緯や状況等の記録を残して

おくべきである。また、必要に応じて事前に地方厚生局に相談をするべきである。 

 

   3-2  中断 

 3-2-1 基準 

     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通りある。 管

理者が臨床研修の中断を認めるには、以下のようなやむを得ない場合に限るべき

であり、例えば、臨床研修病院または研修医による不満のように、改善の余地が

あるものは認めるべきではない。 

(1)当該臨床研修病院の廃院、指定取り消しその他の理由により、当該研修病院が

認定を受けた研修プログラムの実施が不可能な場合 

(2)研修医が臨床医としての適性を欠き、当該臨床研修病院の指導・教育によって

も改善が不可能な場合 

(3)妊娠、出産、育児、傷病等の理由により研修を長期にわたり休止し、そのため

修了に必要な研修実施期間を満たすことができない場合であって、研修を再開

するときに、当該研修医の履修する研修プログラムの変更、廃止等により同様

の研修プログラムに復帰することが不可能であると見込まれる場合 

(4)その他正当な理由がある場合 

 

     3-2-2 中断した場合 

 管理者は、当該研修医の求めに応じて、速やかに、当該研修医に対して臨床研

修中断証を交付しなければならない。この時、管理者は、研修医の求めに応じて、

他の臨床研修病院を紹介する等臨床研修の再開のための支援を行う必要がある。

また、管理者は中断した旨を所管の地方厚生局に報告する必要がある。 

 

       3-2-3 臨床研修の再開 

臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を

添えて、臨床研修の再開を申し込むことができるが、研修再開の申し込みを受け

た臨床研修病院の管理者は、研修の修了基準を満たすための研修スケジュール等

を地方厚生局に提出する必要がある。 
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    3-3  未修了 

未修了とした場合、当該研修医は原則として引き続き同一の研修プログラムで研修

を継続することとなるが、その場合には、研修プログラムの定員を超えてしまう事も

あり得ることから、指導医１人当たりの研修医数や研修医１人当たりの症例数等につ

いて、研修プログラムに支障を来さないよう、十分な配慮が必要である。 

      また、この時、管理者は、当該研修医が臨床研修の修了基準を満たすための研修ス

ケジュールを地方厚生局に提出する必要がある。 

 

１４．教育施設として認定されている認定医および専門医学会名 

臨床研修病院 

 歯科臨床研修施設 

 外国医師、歯科医師臨床修練指定病院 

 非血縁者間骨髄採取認定施設、非血縁者間骨髄移植認定施設 

 日本内科学会認定医制度教育病院 

 日本外科学会専門医制度修練施設 

 日本整形外科学会専門医制度研修施設 

 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 

 日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 

 日本眼科学会専門医制度研修施設 

 日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 

 日本小児科学会小児専門医研修施設 

 日本小児科学会小児専門医研修支援施設 

 日本呼吸器学会認定医制度認定施設 

 日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 

 日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設 

 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

 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 

 日本高血圧学会専門医認定施設 

 日本消化器外科学会専門医修練施設 

 日本呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設 

 日本集中治療医学会専門医制度研修施設 

 日本血液学会認定血液研修施設 

 日本泌尿器科学会専門医教育施設 

 日本腎臓学会認定研修施設 

 日本透析医学会認定医制度認定施設 

 日本神経学会認定医制度教育施設 

 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 
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 日本糖尿病学会認定教育施設 

 日本核医学会専門医教育病院 

 日本胸部外科学会指定施設 

 日本病理学会認定病院 

 日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設 

 日本プライマリ･ケア学会認定研修施設 

 日本口腔外科学会認定医制度研修機関 

 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所 

 日本アレルギー学会認定アレルギー専門医教育研修施設 

 日本消化器内視鏡学会認定専門医制度指導施設 

 日本消化器学会専門医制度指定修練施設 

 日本心血管インターベーション治療学会認定研修施設 

 日本臨床細胞学会認定施設 

 日本アフェレシス学会認定施設 

 日本救急医学会救急科専門医指定施設 

 日本リハビリテーション医学会研修施設 

 日本内分泌学会認定教育施設 

 日本脳卒中学会研修教育病院 

 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 

 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 

 日本周産期・新生児医学会専門医研修施設 

 日本乳癌学会認定施設 

 日本がん治療認定医機構認定研修施設 

 内分泌・甲状腺外科専門医制度認定施設 

 日本病理学会研修認定施設 

 日本静脈経腸栄養学会実地修練認定教育施設 

 日本脳神経血管内治療学会専門医研修施設 

 日本認知症学会教育施設 

 日本緩和医療学会認定研修施設 

 厚生労働省薬剤師養成事業における実務研修生受入施設 

 日本病院薬学会認定薬剤師制度研修施設 

 日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設 

 日本医療薬学会がん専門薬剤師研修施設 

 日本病態栄養学会栄養管理・指導実施施設 

 輸血看護師制度指定研修施設 

 日本臨床細胞学会教育研究施設 

 心臓血管麻酔専門医認定施設 

 心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 

 腹部ステントグラフト実施施設、胸部ステントグラフト実施施設 
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 植込型補助人工心臓実施施設 

 脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 

マンモグラフィ健診施設 

 日本小児循環器学会認定小児循環器専門医修練施設 

 日本消化器病学会専門医修練施設 

 日本臨床検査標準協議会認定精度保障施設 

 日本臨床細胞学会認定教育研修施設 

 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会認定エキスパンダー実施施設 

 日本乳房オンコプラスティックサージャリ―学会認定インプラント実施施設 

がん診療連携拠点病院 

 日本消化管学会認定胃腸科指導施設 

 日本胆道学会認定指導医制度指導施設 

 日本放射線学会放射線科専門医総合修練機関 

 日本肝臓学会認定施設
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１５．協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設一覧  

種別 

番号 病院名 郵便番号 所在地 
研修実施責任者 

電話番号 
役職 氏名 

1.  清水赤十字病院 089-0195 北海道上川郡清水町南 2条 2丁目 1番地 院長 藤城 貴教 (0156)62-2513 

2.  独立行政法人国立病院機構東尾張病院 463-0802 名古屋市守山区大森北 2-1301 社会復帰科医長 金田 昌子 (052) 798-9711 

3.  新城市民病院 441-1387 新城市字北畑 32-1 総合診療科部長医師 榛葉 誠 (0536) 22-2171 

4.  医療法人資生会八事病院 468-0073 名古屋市天白区塩釜口 1-403 副院長 吉田 伸一 (052) 832-2111 

臨
床
研
修
協
力
施
設 

5.  下伊那赤十字病院 399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島 3159の 1 院長 網野 章由 (0265) 36-2255 

6.  東栄医療センター 449-0293 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗 5 院長 丹羽 治男 (0536) 79-3311 

7.  新城市作手診療所 441-1423 新城市作手高里字縄手上 10-1 所長 前田 英登 (0536) 37-2133 

8.  亀井内科・呼吸器科 460-0004 名古屋市中区新栄町 1-3 日丸名古屋ビル 6Ｆ 院長 亀井 三博 (052) 951-2577 

9.  医療法人 有心会 大幸砂田橋クリニック 461-0043 名古屋市東区大幸 4－18－24 院長 前田 憲志 (052) 711-8889 

10.  白水クリニック 466-0824 名古屋市昭和区山里町 159-1 院長 白水 重尚 (052) 861-0099 

11.  特別養護老人ホームやまゆり荘 449-0211 北設楽郡東栄町大字中設楽字松久保 1-3 診療所長 梅村 将成 (0536) 79-3534 

12.  新城市作手高齢者福祉センター虹の郷 441-1423 新城市作手高里字縄手上 22 係長 上田 ちゑ子 (0536) 38-1481 

13.  浅田レディースクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅 4丁目 6-17 名古屋ビルディング 3階 理事長 浅田 義正 (052) 551-2203 

14.  日進すずき整形外科 470-0113 日進市栄 3丁目 2002番地 院長 鈴木 和広 (0561) 74-0033 

15.  つむぎファミリークリニック 466-0833 名古屋市昭和区隼人町 3番 4 アルページュ杁中 1階 院長 森永 太輔 (052)861-2600 

16.  アガペクリニック 470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入 61番地 院長 伊藤 志門 (0561)74-3000 

17.  豊田地域医療センター 471-0062 愛知県豊田市西山町 3丁目 30番地 1 副院長 大杉 泰弘 （0565）34-3000 

18.  交正会精治寮病院 466-0064  名古屋市昭和区鶴舞 4-16-27 院長 河合 一嘉 （052）-741-1231 

19.  高山市（市内診療所および高山赤十字病院） 506-8555 岐阜県高山市花岡町 2-18 市民保健部参事 川尻 宏昭 （0577）-35-3177 
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名古屋第二赤十字病院臨床研修基本プログラム概要 

 

１．名称 

  名古屋第二赤十字病院臨床研修基本プログラム 

 

２．プログラム責任者の氏名 

プログラム責任者：吉田幸彦 副院長 

プログラム副責任者：坂本英至 第一一般消化器外科部長 

プログラム副責任者：横江正道 第二総合内科部長 

 

３．プログラムの特色 

当院の特徴として、①救急医療 ②高度医療 ③研修医教育 ④病診連携システム 

⑤国内災害救護と国際医療救援 が挙げられる。この地方では早くから研修医教育に取

り組み、昭和５０年には臨床研修病院指定を受け、昭和６０年頃には総合診療方式（全

科ローテート研修）のもとに、研修医教育のノウハウを積み上げてきた。 

また、当院には救急外来・HCU・ICU・SCU・CCUをはじめ NICU・総合周産期母子医療セ

ンター・腎臓病総合医療センターなどの高度先進医療を提供できる施設が整備されてお

り、その充実した環境の中で、救急をはじめとするプライマリ・ケアの基本的臨床能力

を備えた専門医の養成を目指す。 

 

４．臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研修協

力施設 

月 期間 研修分野 病院・施設 

１ 

24週間 内科 ・名古屋第二赤十字病院 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 5週間 外科 ・名古屋第二赤十字病院 

８ 

12週間 救急部門 ・名古屋第二赤十字病院 
９ 

１０ 

１１ 

１２ 4週間 小児科 ・名古屋第二赤十字病院 

１３ 4週間 産婦人科 ・名古屋第二赤十字病院 
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１４ 4週間 精神科 
・医療法人資生会 八事病院 

・医療法人交正会 精治療病院 

１５ 4週間 地域医療 

・清水赤十字病院 

・下伊那赤十字病院 

・東栄医療センター 

・新城市民病院 

・新城市作手診療所 

・特別養護老人ホームやまゆりの荘 

・新城市作手高齢者福祉センター虹の郷 

・亀井内科・呼吸器科 

・医療法人有心会 大幸砂田橋クリニック 

・白水クリニック 

・浅田レディースクリニック 

・日進すずき整形外科 

・つむぎファミリークリニック 

・アガペクリニック 

・豊田地域医療センター 

・高山市 

・東尾張病院 

１６ 4週間 整形外科 ・名古屋第二赤十字病院 

１７ 4週間 総合内科 ・名古屋第二赤十字病院 

１８ 

約 

28週間 
選択科目 ・名古屋第二赤十字病院 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

※2020年採用研修医から外来研修が必修となり、全 40コマのうち、総合内科で 16コ

マ、外科で 5コマ、小児科で 8コマ、地域研修で 11コマの外来研修を行う。 

（1コマ＝0.5日） 

 

５．コース分類について 

  外来研修を円滑に実施する体制を整えるため、2つのコースに 2分する。 

  研修医を各コースへ均等に割り振るが、奇数の場合はＢコースに多く割り当てる。 

なお、小児科プログラム採用者、産婦人科プログラム採用者、名市大のたすきがけ研修

医はＡコースに分類することとする。 
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◇Ａコース（2年次で総合内科にて外来研修） 

1年次：血液内科（3週間）,内分泌内科（4週間）,腎臓内科（4週間）,循環器内科

（4 週間）,消化器内科（3 週間）,呼吸器内科（4週間）,神経内科（4 週間）  

の 7科をローテートし、選択期間は 3週間となる。 

◇Ｂコース（1年次で総合内科にて外来研修） 

1年次：総合内科（4週間）,内分泌内科（4週間）,腎臓内科（4週間）,循環器内科

（4 週間）,消化器内科（3 週間）,呼吸器内科（4週間）,神経内科（4 週間） 

の 7科をローテートし、選択期間は 2週間となる。 

   

※選択科目では、総合内科,血液内科,内分泌内科,腎臓内科,循環器内科,消化器内科,

呼吸器内科,神経内科,心臓外科,呼吸器外科,脳神経外科,泌尿器科,移植・内分泌外科,

耳鼻咽喉科,眼科,皮膚科,放射線科,小児科,外科,整形外科,産婦人科,麻酔・集中治療

部,救急科,病理診断科部,地域保健（特別養護老人ホームやまゆり荘,新城市作手高齢

者福祉センター虹の郷での研修）が選択できる。期間は、それぞれ 2週間以上。 

救急当直研修をまとまった期間とは別に、1か月に3～6回程度（年間通して平均的に）、

24月にわたって行う。CPC研修は、研修医教育カンファレンスの時間を利用して、年

10回以上行う。 
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名古屋第二赤十字病院臨床研修小児科プログラム概要 

 

１．名称 

  名古屋第二赤十字病院臨床研修小児科プログラム 

 

２．プログラムの特色 

当院の特徴として、①救急医療 ②高度医療 ③研修医教育 ④病診連携システム 

⑤国内災害救護と国際医療救援 が挙げられる。この地方では早くから研修医教育に取

り組み、昭和５０年には臨床研修病院指定を受け、昭和６０年頃には総合診療方式（全

科ローテート研修）のもとに、研修医教育のノウハウを積み上げてきた。 

また、当院には救急外来・HCU・ICU・SCU・CCUをはじめ NICU・総合周産期母子医療セ

ンター・腎臓病総合医療センターなどの高度先進医療を提供できる施設が整備されてお

り、その充実した環境の中で、救急をはじめとするプライマリ・ケアの基本的臨床能力

を備えた小児科専門医の養成を目指し、小児の軽症から重症まで全ての疾患を研修する

事ができる。 

 

３．プログラムの概要 

一般小児研修について 

当院は ER型救急を行う病院である。本院小児科での研修は一次救急、二次救急、三次

救急のすべての救急について研修できる。年間 1万名の小児救急患者が受診される。 

一般小児の中の専門は小児腎臓、アレルギー、小児循環器、血液、小児精神、小児神

経の専門の医師がいる。 

最初の２年間で小児の一般的な急性疾患を数多く経験できる。一般の感染症、虐待、

予防接種、乳児健診などが学べる。川崎病、細菌性髄膜炎、急性脳症、血管性紫斑病な

どの急性期の疾患は愛知県で発生する患者の約 10分の１が当院に入院される。小児腎臓

では腎移植、アレルギーでは各種負荷テスト、小児循環器では心臓カテーテル検査、イ

ンターベンションを行っている。３次医療は ICUで麻酔科集中治療部の医師と一緒に ICU

での管理を行う。小児科だけでなく、脳外科、耳鼻科、整形外科、心臓血管外科などの

他科の小児の患児も経験できる。 

２年次には PALSプロバイダーの資格を取得してもらう。小児科学会に入会し将来の小

児科専門医のコースを開始する。 

 

NICUでの研修について 

当院は愛知県内で２カ所しかない総合周産期母子医療センターの指定を受けており、

産科と小児科と連携しながら最新の周産期医療を学ぶことができる。NICUには年間350名

を超える患者が入院されるが、そのうちの1/3が人工呼吸器を必要とするため、気管挿管

を含む新生児の蘇生法、人工呼吸器の管理方法について習熟することができ、様々な新

生児疾患についても経験を積むことができる。また、小児外科医、小児脳神経外科医、

小児心臓外科医もいるため、外科的疾患の経験を積むこともでき、これらの科を選択科
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として選ぶこともできる。日本周産期・新生児医学会による新生児専門医の資格を取得

するためには、当院のように同学会で認定された基幹研修施設での研修期間６ヶ月以上

が必須とされているため、当院で研修することが、その後の専門医取得にとっても有利

になると思われる。さらに、院内では認定インストラクターによる新生児蘇生法講習会

も年に数回開催されている。 

 

４．プログラム責任者の氏名 

プログラム責任者：石井 睦夫 第一小児科部長 

 

５．臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研修協

力施設 

月 期間 研修分野 病院・施設 

１ 

24週 内科 ・名古屋第二赤十字病院 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 5週 外科 ・名古屋第二赤十字病院 

８ 

12週 

 

 

救急部門 
・名古屋第二赤十字病院 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

16週 小児科 ・名古屋第二赤十字病院 
１３ 

１４ 

１５ 

１６ 4週 産婦人科 ・名古屋第二赤十字病院 

１７ 4週 精神科 
・医療法人資生会 八事病院 

・医療法人交正会 精治寮病院 
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１８ 4週 地域医療 

・新城市民病院 

・下伊那赤十字病院 

・東栄医療センター 

・新城市作手診療所 

・特別養護老人ホームやまゆりの荘 

・新城市作手高齢者福祉センター虹の郷 

・亀井内科・呼吸器科 

・医療法人有心会 大幸砂田橋クリニック 

・白水クリニック 

・浅田レディースクリニック 

・日進すずき整形外科 

・清水赤十字病院 

・つむぎファミリークリニック 
・アガペクリニック 

・豊田地域医療センター 

・東尾張病院 

１９ 4週 整形外科 ・名古屋第二赤十字病院 

２０ 

20週 選択科目 ・名古屋第二赤十字病院 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

 

※必修科目である内科については、1年次に 6か月研修を行う。 

1年次の内科では、血液内科,内分泌内科,腎臓内科,循環器内科,消化器内科,呼吸器内

科,神経内科の 7科をローテートする。 

 ※選択科目では、血液内科,内分泌内科,腎臓内科,循環器内科,消化器内科,呼吸器内科,

神経内科,総合内科,心臓外科,呼吸器外科,脳神経外科,泌尿器科,移植・内分泌外科,耳

鼻咽喉科,眼科,皮膚科,放射線科,小児科,外科,整形外科,産婦人科,麻酔・集中治療部,

救急科,病理診断科部,地域保健（特別養護老人ホームやまゆり荘,新城市作手高齢者福

祉センター虹の郷での研修）が選択できる。期間は、それぞれ 2週間以上。 

救急当直研修をまとまった期間とは別に、1か月に3～6回程度（年間通して平均的に）、

24月にわたって行う。CPC研修は、研修医教育カンファレンスの時間を利用して、年

10回以上行う。 

 

2019.5.22 一部改訂 
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名古屋第二赤十字病院臨床研修産婦人科プログラム概要 

 

１．名称 

  名古屋第二赤十字病院臨床研修産婦人科プログラム 

 

２．プログラムの特色 

当院の特徴として、①救急医療 ②高度医療 ③研修医教育 ④病診連携システム 

⑤国内災害救護と国際医療救援 が挙げられる。この地方では早くから研修医教育に取

り組み、昭和５０年には臨床研修病院指定を受け、昭和６０年頃には総合診療方式（全

科ローテート研修）のもとに、研修医教育のノウハウを積み上げてきた。 

また、当院には救急外来・HCU・ICU・SCU・CCUをはじめNICU・総合周産期母子医療セン

ター・腎臓病総合医療センターなどの高度先進医療を提供できる施設が整備されており

、その充実した環境の中で、救急をはじめとするプライマリ・ケアの基本的臨床能力を

備えた産婦人科専門医の養成を目指し、産科学および婦人科学における全ての疾患を研

修する事ができる。 

 

３．プログラムの概要 

当院は、日本産科婦人科学会卒後研修指導施設、日本周産期新生児学会基幹研修施設（

母体胎児部門）（新生児部門）、婦人科腫瘍学会専門医研修施設の認可を受けており、周

産期医療、婦人科腫瘍の治療に力を入れている。従って、将来の産婦人科認定医の取得と

その後のサブスペシャリテイー（周産期専門医、婦人科腫瘍専門医）の取得を目指す医師

にとって、当院での研修は非常に有利である。産科は、愛知県に2ヶ所しかない総合周産

期母子医療センターとして積極的にハイリスクの母体搬送を受け入れ(140件：2009年実績

)、母体胎児集中治療室（6床）にて診療を行っている。各科と連携を必要とする合併症妊

娠の管理も多く、また多胎の管理も数多く手がけている。腎移植後や透析中の妊娠分娩例

は、日本でもトップクラスの症例数を扱っている。新生児集中治療部（NICU）と綿密な共

同管理（合同カンファレンスやプレネイタルビジットの推進など）を行うことで母児の予

後を良好にするよう努めている。また、当院は救命救急センターが併設されており、他科

のサポート体制が充実しているため、母体救命目的の重症妊婦についても経験することが

可能である。分娩数は984件（2009年実績）で年々増加しており、通常の分娩管理を学ぶ

上にも支障はない。婦人科手術では子宮筋腫症例が最も多く、筋腫核出術も多く行ってい

る。性器下垂､性器脱の根治術に工夫を凝らしてよい成績を上げている｡ 腹腔鏡下手術も

子宮外妊娠や卵巣嚢腫に対して行なっている。子宮悪性腫瘍､悪性卵巣腫瘍に対しては､手

術の他、化学療法併用放射線療法、最新型放射線治療装置（トモセラピー）など先進的な

治療を実施している｡当院は救急外来部門が充実しているため急性腹症(子宮外妊娠､卵巣

腫瘍茎捻転､卵巣出血､骨盤腹膜炎など)の緊急手術についても多くの症例が経験できる。 
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４．プログラム責任者の氏名 

 プログラム責任者：山室理 第一産婦人科部長 

 

５．臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研修 

    協力施設 

月 期間 研修分野 病院・施設 

１ 

24週 内科 ・名古屋第二赤十字病院 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 5週 外科 ・名古屋第二赤十字病院 

８ 

12週 救急部門 ・名古屋第二赤十字病院 
９ 

１０ 

１１ 

１２ 
8週 小児科 ・名古屋第二赤十字病院 

１３ 

１４ 

16週 産婦人科 ・名古屋第二赤十字病院 
１５ 

１６ 

１７ 

１８ 4週 精神科 
・医療法人資生会 八事病院 

・医療法人交正会 精治寮病院 

１９ 4週 地域医療 

・新城市民病院 

・下伊那赤十字病院 

・東栄町国民健康保険東栄病院 

・新城市作手診療所 

・特別養護老人ホームやまゆりの荘 

・新城市作手高齢者福祉センター虹の郷 

・亀井内科・呼吸器科 

・医療法人有心会 大幸砂田橋クリニック 

・白水クリニック 

・寺本整形外科・内科 

・浅田レディースクリニック 

・日進すずき整形外科 

・清水赤十字病院 

・つむぎファミリークリニック 
・アガペクリニック 

・豊田地域医療センター 

・高山市 

・東尾張病院 

２０ 4週 整形外科 ・名古屋第二赤十字病院 
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２１ 

16週 選択科目 ・名古屋第二赤十字病院 
２２ 

２３ 

２４ 

 ※必修科目である内科については、1年次に 6か月研修を行う。 

1年次の内科では、血液内科,内分泌内科,腎臓内科,循環器内科,消化器内科,呼吸器内

科,神経内科の 7科をローテートする。 

 ※選択科目では、血液内科,内分泌内科,腎臓内科,循環器内科,消化器内科,呼吸器内科,

神経内科,総合内科,心臓外科,呼吸器外科,脳神経外科,泌尿器科,移植・内分泌外科,耳

鼻咽喉科,眼科,皮膚科,放射線科,小児科,外科,整形外科,産婦人科,麻酔・集中治療部,

救急科,病理診断科部,地域保健（特別養護老人ホームやまゆり荘,新城市作手高齢者福

祉センター虹の郷での研修）が選択できる。期間は、それぞれ 2週間以上。 

救急当直研修をまとまった期間とは別に、1か月に3～6回程度（年間通して平均的に）、

24月にわたって行う。CPC研修は、研修医教育カンファレンスの時間を利用して、年

10回以上行う。 

 

2021.2.17 一部改訂 
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初期臨床研修の目標 （厚生労働省） 

 

2020年4月採用者以降の全研修医に共通 

 

医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学および医療の果たすべき社

会的役割を認識しつつ、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プライマ

リ・ケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を備えた専門医の養成を目指す。 

（１）全ての臨床医に求められる、基本的な診療に必要な知識・技能・態度を身に付ける 

（２）初期診療（特に初期救急処置など）の基本的臨床能力を身に付ける 

（３）患者・医師関係（全人的に理解し、患者・家族と良好な信頼関係）を確立する 

（４）チーム医療（医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他の医療従事者と協調でき

る習慣・態度）を身に付ける 

（５）問題解決能力（生涯にわたる自己学習の習慣）を身に付ける 

（６）安全管理（安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身に付け、院内や施設におけ

る危機管理に参画できる）と医療保険などの社会性 

 

◇到達目標◇  

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。  
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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。  

 

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。  
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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。  

 

 

◇実務研修の方略◇  

＜必修分野＞  

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

一般外来での研修を含めること。  
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＜分野での研修期間＞  

② 原則として、内科24週以上、救急12週以上、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地

域医療それぞれ4週以上の研修を行う。なお、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域

医療については、8週以上の研修を行うことが望ましい。  

③ 原則として、各分野では一定のまとまった期間に研修（ブロック研修）を行うことを

基本とする。ただし、救急について、4週以上のまとまった期間に研修を行った上で、週

1回の研修を通年で実施するなど特定の期間一定の頻度により行う研修（並行研修）を行

うことも可能である。なお、特定の必修分野を研修中に、救急の並行研修を行う場合、

その日数は当該特定の必修分野の研修期間には含めないこととする。  

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、幅広い内科的疾患に対する診療を行う病棟研

修を含むこと。  

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、幅広い外科的疾患に対する診療

を行う病棟研修を含むこと。  

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、幅広い小児科疾患に対する診療を行

う病棟研修を含むこと。  

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、幅広い産婦人科領域に対する診療を行う病棟研修を含むこと。  

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含むこと。なお、

急性期入院患者の診療を行うことが望ましい。  

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

研修を含むこと。また、麻酔科における研修期間を、4週を上限として、救急の研修期間

とすることができる。麻酔科を研修する場合には、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含むこと。  

⑩ 一般外来での研修については、ブロック研修又は、並行研修により、4週以上の研修

を行うこと。なお、受け入れ状況に配慮しつつ、8週以上の研修を行うことが望ましい。

また、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、原則として初診患

者の診療及び慢性疾患の継続診療を含む研修を行うことが必須事項である。例えば、総

合診療、一般内科、一般外科、小児科、地域医療等における研修が想定され、特定の症

候や疾病のみを診察する専門外来や、慢性疾患患者の継続診療を行わない救急外来、予

防接種や健診・検診などの特定の診療のみを目的とした外来は含まれない。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も可能である。  

※当プログラムでは、総合内科・小児科・一般外科・地域研修で外来研修を実施する。 

⑪ 地域医療については、原則として、2年次に行うこと。また、へき地・離島の医療機

関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。さらに、
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研修内容としては以下に留意すること。 １）一般外来での研修と在宅医療の研修を含め

ること。ただし、地域医療以外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療

の研修を行う必要はない。 ２）病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含

めること。 ３）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機会を十分に含めること。  

⑫ 選択研修として、保健・医療行政の研修を行う場合、研修施設としては、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、健診・検診の実施施設、国際

機関、行政機関、矯正機関、産業保健の事業場等が考えられる。  

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

研修を含むこと。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）の活動に参加することや、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

修を含むことが望ましい。  

 

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）、考察等を含むこと。  

※病歴要約とは、日常業務において作成する外来または入院患者の医療記録を要約したも

のであり、具体的には退院時要約、診療情報提供書、患者申し送りサマリー、転科サマリ

ー、週間サマリー等の利用を想定しており、改めて提出用レポートを書く必要はない。経

験すべき症候（29症候）、および経験すべき疾病･病態（26疾病･病態）について、研修を

行った事実の確認を行うため日常業務において作成する病歴要約を確認する必要がある。  
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その他（経験すべき診察法・検査・手技等） ＜抜粋＞ 

①医療面接  

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。 

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。 

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ように指

導されるのが望ましい。  

④臨床手技 

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  

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。 

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こと。 

  

◇到達目標の達成度評価◇  

（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、さらに、少なくとも半年

に１回は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。  

※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肝要である。  
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★なお、当院では2020年採用研修医よりEPOC２を評価システムとして採用する。 

◆プログラム責任者により半年に一度、フィードバックを行う。 
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Ⅱ．初期臨床研修評価票 

※ＥＰＯＣ2参照 
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Ⅲ．初期臨床研修カリキュラム 
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救急部門（救急科） 

（必修） 
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救急科オリエンテーション 

 

「救急医療は医の原点である」‥‥真に有能な臨床医となるためには、あらゆる疾病や外

傷などの救急患者に接し、幅広い救急医療、プライマリイ・ケアの臨床研修を行い、同時

に一般社会人として、また、医師という職業人としての人間的成長を図ることが必要であ

ります。当院の救急研修はこのために最適の場所であります。自発的かつ積極的に研修を

行ってください。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

救急科研修の行動目標 

 

 救急外来診療・病棟診療 

B-1 患者さんの痛み・苦しみに共感し適切な対応ができる 

患者さんの社会的背景を考慮した診療を行い、良好な関係を築くことができる 

B-2 

 

致死的となりえる鑑別診断を挙げながら診療を行うことができる 

気道、呼吸、循環、意識レベルの正確な評価を行うことができる 

B-3 

 

心肺停止症例において ICLSを行うことができる 

診察の後、専門科へのコンサルトの必要性を判断し、必要な場合は適切なコンサル

トを行うことができる 

適切な引き継ぎを行うことができる 

B-4 

 

本人のみでなく、家族、付添人、救急隊員などから正確な病歴聴取を行うことがで

きる 

B-5 

 

救急医療に関わる多くの職種の役割を理解し、良好な関係を築くことができる 

救急車同乗実習を通じて、現場での活動と地域の救急医療情報システムについての

知識を修得する 

B-6 

 

過不足のない適切な検査を選択することができる 

放射線障害を起こさないために（特に妊娠・ペースメーカーに関し）、防止策を行

うことができる 

・院内感染に関する知識を身につけるとともに、標準予防策を行うことができる 

B-7 

 

患者さんや地域の医療機関からの電話問い合わせに、適切に対応することができる 

虐待が疑われる状況について学ぶ 

B-9 

 

2 年次には症例発表を行い、発表のための資料作成や疑問点について教科書や論文

から学ぶ方法を身につける 
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救急科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 
<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1)平日日勤帯の救急外来診療を行う 

(2)8:30に救急外来に集合し、朝のミーティングに参加する 

(3)当直帯から患者さんの引き継ぎを受ける。主科が未確定の入院予定患者や、外部からの

診療依頼に応需したものは、指導医に連絡する 

(4) 救急患者の診療を上級医師の指導のもとに行う。 

(5)心肺停止症例については心肺蘇生チームの一員として蘇生に参加する。2 年次はリーダ

ーを務める 

(6)コンサルトした専門科医師の診察にも積極的に参加し指導を受ける 

(7)入院した患者については、入院後の治療、経過を確認し、学ぶ 

(8)17:00に夕方のミーティングに参加する 

(9)当直帯へ患者さんの引き継ぎを行う 

(10)カンファレンスにて担当症例のプレゼンテーションを行う 

(11)1年次には救急車同乗実習を行う 

(12)2年次には症例発表を行う 

 

<救急科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 27症候 

ショック、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、妊娠・出産、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 簡潔な病歴聴取と検査から、早期にショックの原因を判断し治療を 

開始する過程を学ぶ 

心停止 心肺蘇生チームの一員として蘇生に参加し、知識と技術を学ぶ。2

年次はリーダーを務める 

運動麻痺・筋力低

下 
運動麻痺の原因として重要な脳血管障害を診断・治療、除外する過

程を学ぶ 

発症早期の脳梗塞の診断・治療の過程を学ぶ 

発熱 救急外来における発熱の原因で最も頻度の高い感染症の初期診療を 

学ぶ 

病歴聴取と検査から感染巣を特定する過程を学ぶ 

曜日 月 火 水 木 金

集合時間 AM8:30 AM8:30 AM8:30 AM8:30 AM8:30

午前 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療

午後 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療 救急外来診療

その他 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
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<救急科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 26疾病・病態 

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）  

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 
疾病・病態 学修内容 

脳血管障害 発症早期の脳梗塞の診断・治療の過程を学ぶ 

急性冠症候群 窮せ冠症候群を診断・治療、除外する過程を学ぶ 

高エネルギー外傷 JATEC診療を学ぶ 

統合失調症、うつ

病 

精神科疾患が疑われる患者において器質的疾患を除外する課程を

学ぶ 

（急性薬物中毒） 薬物中毒に特有な症状と治療を学ぶ 

 

<救急科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

救急科で経験可能な手技に〇がついて

います。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保 〇   〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

〇   〇   

③胸骨圧迫 〇   〇   

④圧迫止血法 〇   〇   

⑤包帯法 〇   〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺  〇   〇  

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）   〇   〇 

⑩導尿法 〇   〇   

⑪ドレーン・チューブ類の管理  〇   〇  

⑫胃管の挿入と管理  〇   〇  

⑬局所麻酔法 〇   〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿  〇   〇  

⑯皮膚縫合 〇   〇   

⑰軽度の外傷・熱傷の処置 〇   〇   

⑱気管挿管  〇   〇  

⑲除細動等 〇   〇   

       

その他の手技       
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中心静脈確保  〇   〇  

緊急薬剤（心血管作動薬） 〇   〇   

緊急薬剤（抗不整脈薬） 〇   〇   

緊急薬剤（抗痙攣薬） 〇   〇   

抗がん剤       

緊急輸血  〇   〇  

補液管理 〇   〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇   〇   

外傷初期診療（JATEC）  〇   〇  

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 I を用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズ

ム）の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEX, DOPS, 独自の評価方法を用いる。 

(主に救急外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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救急部門（麻酔・集中治療部） 

（必修） 
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麻酔・集中治療部オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の麻酔・集中治療部は、年間 5000 件以上の手術麻酔を行うととも

に、ペインクリニック、集中治療部における重症患者の治療を担当している。麻酔・集中

治療部研修を通して、医師として習得が必須である気管挿管、血管確保等の基本手技に習

熟するとともに、呼吸、循環、代謝、栄養等全身状態の正確な診断方法と治療の基礎を身

につける。 

研修 1 年目は手術室での全身麻酔、脊髄くも膜下麻酔等の研修を行う。研修 2 年目も手術

室での研修が主になるが、希望により ICUの研修を行うことも可能。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

麻酔・集中治療部研修の行動目標 

 

 病棟診療（ICU） 

B-1 麻酔に使用される各種薬剤や循環薬剤、気道確保のための機材、各種モニター、

麻酔器、人工呼吸器などについての知識を得る 

B-2 麻酔に関係する患者に固有の問題点やリスク因子を、指導医とともに評価する 

B-3 実際に麻酔を行うことを通じて、麻酔に必要な手技や、呼吸循環管理、各種モニ

ターの使用方法とデータの評価、輸液、緊急薬剤の使用方法などを学ぶ。 

B-4 患者に対し、指導医とともに麻酔方法・リスクの説明と同意の取得を行う。 

B-5 外科医や手術室看護師、その他のパラメディカルスタッフと良好なコミュニケー

ションを取る方法を学ぶ。 

B-6 麻酔中の事故防止、危機管理の方法について学ぶ。 

B-8 研修期間中に課せられる臨床問題を解くことで、自ら問題点を発見し解決する能

力を身につける。 

 

麻酔科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30 Morning Conference 

 

8:30～17:00 
麻酔研修 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 研修開始の前週に渡す「研修医麻酔科マニュアル」を研修開始までに読んで理解する。 

(2) 担当の指導医から研修のオリエンテーションを受ける。 

(3) 毎朝 8時 00分から行われる、麻酔カンファレンスに出席する。 

(4) 麻酔に関係する患者に固有の問題点やリスク因子を、指導医とともに評価する。 

(5) 患者に対し、指導医とともに麻酔方法・リスクの説明と同意の取得を行う。 

(6) 指導医とともに麻酔計画を立てる。 

(7) 麻酔に使用される各種薬剤や循環薬剤、気道確保のための機材、各種モニター、麻酔

器、人工呼吸器などの点検、準備を行う。 

(8) 実際に麻酔を行うことを通じて、麻酔に必要な手技や、呼吸循環管理、各種モニター
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の使用方法とデータの評価、輸液、緊急薬剤の使用方法などを学ぶ。 

(9) 手術室における感染予防策を実施する。 

(10)担当した症例の術後回診を行う。 

(11)研修記録に経験した症例を入力する。 

<麻酔・集中治療部研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29 症候中 21 症候 

ショック、体重減少・るい痩、発熱、頭痛、めまい、意識障害・失神、けいれん発作、胸

痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔気・嘔吐、腹痛、熱傷・外傷、腰・

背部痛、関節痛、運動麻痺・筋力低下、興奮・せん妄、抑うつ、妊娠・出産 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 出血性ショック、敗血症性ショックの病態生理と治療方法 

発熱 麻酔中の低体温、高体温の原因検索と対処方法 

呼吸困難 麻酔中および術後の呼吸不全の診断と治療 

嘔気・嘔吐 術後嘔気・嘔吐のリスク評価と予防法 

 

 

<麻酔・集中治療部研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26 疾病・病態中 15 疾病・病

態 

脳血管障害、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、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、肝炎・肝硬変、腎不全、高エネルギー外

傷・骨折、糖尿病、脂質異常症  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 
疾病・病態 学修内容 

急性冠症候群 術前評価における注意点、麻酔中に発症した場合の対処方法 

心不全 同上 

高血圧 術前評価における注意点、麻酔中の血圧コントロール方法 

COPD 術前評価における注意点、麻酔中の換気状態の確認方法 

腎不全 術前評価における注意点、術中輸液の考え方 

 

<麻酔・集中治療部研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

麻酔・集中治療部で経験可能な手技

に〇がついています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保   〇   〇 

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マス

クによる徒手換気を含む。） 

  〇   〇 

③胸骨圧迫   〇   〇 

④圧迫止血法   〇   〇 

⑤包帯法       

⑥採血法（静脈血）   〇  〇  

⑥採血法（動脈血）   〇  〇  

⑦注射法（皮内）       

⑦注射法（皮下）       
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⑦注射法（筋肉）       

⑦注射法（点滴、静脈確保）  〇   〇  

⑧腰椎穿刺   〇   〇 

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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   〇  〇  

⑬局所麻酔法   〇  〇  

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   〇   〇 

⑲除細動等   〇   〇 

       

その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗不整脈薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗痙攣薬）   〇   〇 

抗がん剤       

緊急輸血   〇   〇 

補液管理   〇   〇 

心肺蘇生法（ALS、BLS）  〇   〇  

外傷初期診療（JATEC）       

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 I を用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズ

ム）の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 
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小児科（病棟） 

（必修） 
 



 

48 

 

小児科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の小児科は初期から三次まで診療を行っている。小児科外来は一般

外来、腎臓、血液、心臓、アレルギー、未熟児、精神、神経、内分泌、乳児健診、予防接

種などの外来枠がある。一般小児は急性期疾患の初期患者も受診するが、慢性疾患患児の

定期的な通院や、かかりつけ医で改善しない場合の患児などが多く来院する。腎臓疾患は

ネフローゼ症候群、慢性・急性腎炎、腎移植、慢性腎不全、IgA 血管炎、水腎症などが多

い。血液疾患は白血病、血小板減少性紫斑病などが多い。心臓は先天性心疾患、川崎病な

どが多い。胎児心臓エコー検査もおこなっている。アレルギーは喘息、食物アレルギー、

アトピー性皮膚炎などが多い。未熟児フォローアップ外来は NICU 退院の患児のフォロー

アップ、発達のフォローアップ・支援を行っている。神経外来はてんかん、各種神経疾患

をフォローアップしている。小児精神外来は発達障害、心身症、神経症、不登校などの診

療を行っている。NICU は総合周産期センターとして集中治療ベット 15 床を含む合計 35

床、小児病棟は 36 床である。小児 ICU は 2 床あり、集中治療部の医師と協力し診療にあ

たっている。小児科は新生児から中学生までの年齢を対象としているが、診療範囲は成人

内科と同じで多岐にわたる。疾患によっては高校生になった児も小児科で診療する場合も

ある。救急外来ではあらゆる年齢の患者が受診するが、研修医もその診療を担当する。研

修医の目標は小児疾患の特徴を学び、診断、治療を行い、どのような場合は小児科の専門

医にコンサルトが必要かを学ぶことである。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

小児科領域での追補 

 

1. 子どもの特性を学ぶ 
(1) 子どもの成長・発達と異常に関する基本的知識を修得する。 

   a 栄養法  

   b 身体発育と異常の発見  

   c 神経発達,性的発育と異常の発見  

(2) 子どもの心身の特性を知り,身体的状態だけでなく心理的状態を考慮した診療態度を

身につける。 

(3) 養育者の心配・育児不安などを受け止める。 

 

2. 小児診療の特性を学ぶ  
(1) 子どもや養育者との信頼関係を構築し,訴えに充分耳を傾ける。 

  ・養育者からの情報を的確に収集できる。 

(2) 養育者の情報と子どもの観察から病態を推察する『初期印象診断』の経験を蓄積す

る。  

(3) 子どもの年齢と状態に応じた臨機応変な診察を行う。 

  ・診療に際して子どもの協力を得るためのスキルを身につける。  

(4) 小児の薬用量,検査値などは成長とともに変化することを理解する。  

(5) 小児の採血,血管確保,鎮静法,予防接種,マス・スクリーニングなどの基本的技能を修

得する。  

(6) 一般小児診療だけでなく,乳幼児健康診査,新生児医療,小児救急医療などは小児科診

療の中で重要な位置を占めており,これらの現場を体験することが望ましい。 
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3. 小児疾患の特性を学ぶ  
(1) 小児疾患は成人と同じ疾患でも病像が異なり,同じ主訴・症候でも年齢により鑑別疾

患が異なることを理解する。 

(2) 年齢特性を理解した上で鑑別疾患を挙げ,子どもの病態に応じて問題解決する経験を

蓄積する。 

(3) 子ども特有の疾患,種々の先天異常を経験する。  

(4) 頻度の高い疾患(感染症,けいれん,喘息など)については,診断・治療方法について習

熟する。  

 
 

小児科研修の行動目標 

 

⒈ 患者―家族―医師関係  B-1，4 

・子どもや家族と良好な人間関係を築く． 

・子どもや家族の心理状態・社会的背景に配慮する． 

・入院している児のストレスに配慮する． 

・守秘義務とプライバシーを遵守する． 

 

⒉ 医療面接病歴聴取  B-2，3，4 

・子どもや養育者との信頼関係に基づいて情報収集する． 

・子どもに不安を与えないように接する． 

・子どもに痛い所，気分の悪い所を示してもらう． 

・養育者から診断に必要な情報（発病の状況，いつもと違う点，心配している点など）を

的確に情報収集する． 

・養育者から子どもの発育歴・既往歴・予防接種歴などを聴取する． 

・傾聴・共感的態度でコミュニケーションを図る． 

・心理・社会的側面に配慮した病歴聴取を行い，身体疾患だけでなく心理的問題の把握す

る． 

・患者・家族が納得できる医療を行うために，適切に説明・指導する． 

 

3. 身体診察  B-3 

・年齢に応じ，適切な手技により系統的に診察する． 

・子どもの全身状態（動作，行動，顔色，元気さなど）を包括的に観察し，重症度を推測 

 する． 

・視診により，顔貌，栄養状態，発疹，呼吸状態，チアノーゼ，脱水などを評価する． 

・正確に身体計測とバイタルサイン測定を行う． 

・身体発育，性的発育，神経学的発達，生活状況の概略を評価する． 

・診察中，子どもや家族への声かけと配慮する． 

 

4. 診断問題解決  B-2，6，8 

・子どもの問題を病態・発育発達・心理社会的な側面から正しく把握する． 

・子どもの状態を把握し，的確なプレゼンテーションを行う． 

・得られた情報を総合し，指導医と議論し，エビデンスに基づき診断し問題解決す 

 る． 

・必要最小限の検査を選択し，患者・家族の同意のもとに実施する． 

・患者の家族背景を考慮し，指導医とともに診療計画を立案する． 
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5. 診療技能   B-3 
(1)自ら単独で実施する。 

・ 鼓膜検査 

・ 静脈採血 

・  毛細血管採血 

・  皮下注射 

・  皮内注射 

・  静脈確保 

・  鼻出血の止血 

・  エアゾール吸入 

・  酸素吸入 

(2)指導医のもとで実施する。 

・  腰椎穿刺 

・  腸重積整復術 

・  臍肉芽の処置 

・  鼠径ヘルニアの還納 

・  輸血 

・  胃洗浄 ・経管栄養法  

 

6 臨床検査  B-2，3，7  
以下の検査を指示し,結果を解釈する。 

・ 尿検査(沈渣,尿細菌培養を含む)  

・ 便検査(性状,潜血,便培養を含む)  

・ 血液検査(血算,白血球分画,血液像,生化学検査,免疫学的検査)  

・ 血液型判定  

・ 細菌学的検査(迅速診断キット,培養,PCR,感受性試験)  

・ 髄液検査  

・ X 線検査(単純,造影)  

・ 心電図  

・ 超音波検査(心臓,腹部)  

・ CT(頭部,腹部)  

・ MRI(頭部,腹部)  

 

7 治療  B-2. 
・ 性・年齢・重症度に応じた治療計画を立案する。 

・ 薬剤の投与量と投与方法を決定する。 

・ 服薬・食事指導,精神的サポートの基本を説明する。 

 
    

 

８チーム医療   B-5  
・ 医師,看護師,薬剤師,保育士,事務職員,その他の医療職の役割を理解し,協調して医療

を実践する。  

・ 指導医・他分野の専門医に適切なコンサルテーションを行う。 

・ 同僚・後輩医師,医学生などに教育的配慮を心がける。 

 

 



 

51 

 

９ 安全管理   B-6 
・ 医療安全の基本的考え方を理解し,安全管理の方策を身につける。  

・ 病院内での子どもの事故(ベッドからの転落など)を防止する。  

・ 院内感染対策を理解し,感染予防策を実行する。 

・ 医療事故防止の基本を身につける。 

 
小児科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:30 採血 受持患者情報の把握 

チーム回診 （火・金 症例検討会 月 1回レントゲンカンファレン

ス） 

9:30～12:00 病棟 初期研修医の教育 一般外来（1回/週） 救急外来（随時）  

（火；腎生検 水；心臓カテーテル検査  

月木；食物負荷テスト ） 

13:00～16:00 病棟 初期研修医の教育 救急外来（随時）  

専門外来 

月；腎臓外来 火；血液外来 水；アレルギー外来 木；循環器外来 

月木；小児精神外来 金；NICUフォローアップ外来 

予防接種外来・乳児健康診断 隔週水 

（水；膀胱造影 金；膀胱内圧測定） 

16:00～17:00 チーム回診 抄読会 症例検討会 

 

 

●小児科の研修は，単に小児疾患を経験するだけでなく，子どもの成長・発達を理解し，

子どもと家族に対する基本的態度を培い，適切な臨床技能を身につけ，将来どの分野に進

んでも適切に子どもと家族を扱うことができる医師を育成することを目的としている。 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

小児疾患の多くはいわゆる common disease であり，これらの疾患を経験することによ

り，小児医療を俯瞰し，子どもに対して適切な対処ができるようになる．従って外来研修

では，common disease の見方，家族とのコミュニケーションの取り方，対処方法を学

ぶ． 

 

<研修医が行う救急外来診療関連業務> 

(1) Common disease や軽微な所見から重症疾患を見逃さず，適切にトリアージでき，救

命できる能力を身につけるために，小児救急研修は重要である．また子どもは病状の

変化が早く，わずかな診断の遅れが予後を大きく左右する場合があり，迅速な対応を

心がける態度が求められる．救急外来を訪れる子どもと家族の不安を受け止める姿勢

も重要である． 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(2) 小児病棟では腎臓、血液、アレルギー、心臓のグループいずれかに属し診
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療を行う 

(3) 小児科の入院患者の副主治医として、上級医・指導医とともに診療を行

う。 

(4) 毎朝８時までに採血を終了する。 

(5) 朝、夕、各グループで入院患者の回診を行う。 

(6) 火曜、金曜の症例検討会で新入院患者のプレゼンテーションを行う。 

(7) 問診、診察、処置、指示、記録、プレゼンテーションをできる限り多く行

う。 

(8) Common  disease(気管支炎、肺炎、喘息、下痢症、脱水、熱性けいれん、

等）の診療を単独で行えるようになる。 

(9) 入院時に、異常所見・項目をリストアップし、評価し、入院時診断と鑑別

診断を記載する。 

(10) 入院時に、これから必要と考えられる検査、処置、治療計画を立案する。 
 

<その他の研修医の業務> 

（1）抄読会でプレゼンテーションを行う。      

（2）ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力する。   

 

 

<小児科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 23症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、意識障害・失神、けい

れん発作、胸痛、心停止、呼吸困難、下血・血便、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・

便秘）、熱傷、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、成長・発達の障害、終末期の症候  

 

<小児科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26 疾病・病態中 5 疾病・

病態 

肺炎、急性上 気道炎、気管支喘息、胃腸炎、腎盂腎炎 

■経験する事が望ましい小児の症候と疾患 
症候 

・体重増加不良,哺乳力低下 

・発達の遅れ(運動,精神,言語) 

・発熱 

・脱水,浮腫 

・発疹,湿疹 

・黄疸 

・心雑音,チアノーゼ 

・貧血 

・紫斑,出血傾向 

・けいれん,意識障害 

・頭痛 

・咽頭痛,口内痛 
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・耳痛 

・咳,喘鳴,呼吸困難 

・頸部腫瘤,リンパ節腫脹 

・鼻出血 

・便秘 

・下痢,血便 

・嘔吐,腹痛 

・四肢の疼痛 

・夜尿,頻尿 

・肥満,やせ 
 

疾患 

経験すべき疾患  

・新生児疾患 !低出生体重児,新生児黄疸  

・乳児疾患 !おむつかぶれ,乳児湿疹 !乳児下痢症  

・感染症  

  発疹性ウイルス感染症  

    麻疹,風疹,水痘, 突発性発疹伝染性紅斑,手足口病のいずれか  

  その他のウイルス感染症  

    流行性耳下腺炎, インフルエンザ,ヘルパンギーナのいずれか  

  急性扁桃炎,気管支炎,細気管支炎,肺炎  

・アレルギー疾患  

  気管支喘息  

   アトピー性皮膚炎,蕁麻疹 

・神経疾患  

  てんかん,熱性けいれん  

・腎疾患  

   尿路感染症  

・リウマチ性疾患  

   川崎病  

・血液・悪性腫瘍  

   貧血  

・内分泌・代謝疾患  

   低身長,肥満  

・救急疾患  

  脱水症の重症度と応急処置  

   気管支喘息の重症度と応急処置  

   けいれんの応急処置  

  酸素療法 

救命処置(BLS)  

 

経験することが望ましい疾患 

・新生児疾患  

   呼吸窮迫症候群  

・乳児疾患  
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  染色体異常症(Down 症など)  

・感染症 

   細菌性腸炎  

伝染性膿痂疹(とびひ)  

・アレルギー疾患  

   食物アレルギー  

・神経疾患  

   髄膜炎,脳炎・脳症  

・腎疾患  

   ネフローゼ症候群  

   急性腎炎,慢性腎炎  

・先天性心疾患  

   先天性心疾患,心不全  

・リウマチ性疾患  

   若年性特発性関節炎,全身性エリテマトーデス (SLE)  

・血液・悪性腫瘍  

   小児がん,白血病  

   免疫性血小板減少性紫斑病  

・内分泌・代謝疾患  

   糖尿病  

   甲状腺機能低下症(クレチン症)  

・発達障害・心身医学  

   精神運動発達遅滞,言葉の遅れ  

   学習障害,注意欠陥多動性障害  

・救急疾患 

  腸重積の診断と対応  

   虫垂炎の診断と外科コンサルテーション  

  救命処置(BLS+静脈確保,薬剤投与)  

   その他の救急疾患:心不全,脳炎・脳症,クループ症候群,アナフィラキ シーショック, 

急性腎不全, 異物誤飲・誤嚥, 虐待, 事故(溺水, 転落,中毒,熱傷など),来院時心肺停止

症例,乳児突然死症候群  

 

 
 

<小児科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

小児科で経験可能な手技に〇がついて

います。 

研修医 1 年次 研修医 2 年次 

単独可 

単独不可 

単独可 

単独不可 

事前

確認 
指導医 

立会 
事前

確認 
指導医 

立会 

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       
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④圧迫止血法       

⑤包帯法       

⑥採血法（静脈血） ○   ○   

⑥採血法（動脈血）   ○   ○ 

⑦注射法（皮内） ○   ○   

⑦注射法（皮下） ○   ○   

⑦注射法（筋肉）   ○   ○ 

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（腹腔）       

⑩導尿法       

⑪ドレーン・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       

       

その他の手技       

抗がん剤   ○   ○ 

補液管理 ○   ○   

身体診察 ○   ○   

小児の問診 ○   ○   

検査時鎮静法 ○   ○   
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評価（EV） 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

研修医評価票 I を用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観(プロフェッショナリズ 

ム)の 4 項目を評価する。 

研修医評価票 II を用いて、到達目標 B.資質・能力の 9 項目を評価する。 

研修医評価票 III を用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4 項目を評価する。  

いずれも EPOC2 を使用して WEB 上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 評価に

際して、客観性を高めるために、Mini-CEX を用いる。 (主に外来診療・病棟診療の場面

で評価を行う場合に用いる)  

研修医による自己評価:評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 指導医による評

価:研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 看護師・薬剤師による評価:

病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルスタッフの立場からみて評価・

入力する。  

形成的評価 

 ・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

 ・年に 2 回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

2010.3.5作成 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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新生児科オリエンテーション 

           

１年目の小児科研修 5 週間のうち 1 週間は NICU で研修します。NICU の研修を始める前

の週の木曜日に新生児科部長（田中）に連絡してください。なお、田中が不在の時には医長

（廣岡）もしくは午後ならば新生児科副部長（山田）に連絡して下さい。そこで簡単なオリ

エンテーションを行い、新生児の採血手技のコツなども教えます。１週間で新生児の採血手

技、NICU 入院後の流れ、新規入院患者のプレゼンテーション、点滴やミルクなど日齢に伴

う治療内容の変化、帝王切開の立ち会い、新生児搬送、頭部・心臓・腹部エコーなどについ

て学びます。毎日、病棟担当医（センターテーブルの表を参照）と一緒に新生児回診を行い、

新生児の診方について実技指導を受けます。新生児回診では正常新生児と病的新生児の違

いも意識しながら診察して下さい。 

 ２年目の研修で２週間以上 NICU の研修を選択した場合、スタッフの一員として診断・

検査・治療方針などすべて研修医が主体となってもらうことになります。なお、屋根瓦方式

（オーベン制）としていますので、必ず上級医がサポートにつきます。また、わからないこ

とは必ずスタッフに確認し、なるべく能動的な実のある研修となるよう努力しましょう。 

   

新生児科の研修方法        

(1)新生児科の入院患者の副主治医として、上級医とともに診療を行う。 

 (2)当直医は朝 7 時 30 分以前から採血を行っている。研修医は 9:00以後から始まる

GCU での採血に参加する。初回の採血は上級医と一緒に行い、手順を熟知すれば単独

で踵採血を行ってもよいが、自動ランセットによる穿刺は 1 回までと制限している。 

初回の採血は上級医と一緒に行い、手順を熟知すれば単独で踵採血を行ってもよいが、自動

ランセットによる穿刺は 1 回までと制限している。 

(3)新規入院を中心として、入院するまでの経過、入院後の治療、経過、予後など一連の流れ

について学び、変化の大きい新生児の特徴を理解する。 

(4)診療に当たっては problem list をしっかり立てる。 

(5)病状に対して鑑別診断のリストを作成する。 

(6)検査の組立てに当たっては、検査の必要性や検査特性（感度・特異度）を考慮に入れる。 

(7)診察を行う場合は、臨床経過、検査結果、鑑別疾患も考慮しながら診察をする。 

(8)新生児蘇生法テキストを熟読し、新生児の蘇生についてシミュレーションを行っておく。 

(9)帝王切開、新生児搬送には、可能な範囲で立ち会いを行い、蘇生方法を学ぶ。 

 (10)産科小児科カンファレンスの前日（火）17 時から新規入院のカンファレンスが行われる

ので、それまでに担当症例について把握し、プレゼンテーションをできるようにしてお

く。 

(11)産科小児科カンファレンス（水）では担当した新規入院患者についてプレゼンテーショ

ンを行う。 

(12)病棟カンファレンス（木）では全症例の症例検討を行うので、診断・治療方針・問題点
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などを整理しておく。 

(13)毎日 11:30 からは当番医とともに新生児回診を行う。 

(14)第 1〜第 3 金曜日は 13:00 から小児科外来でフォローアップ外来を見学する。 

(15)フォローアップ外来では、年齢別の発育発達評価、児のコミュニケーション能力につい

て学ぶ。 

(16)診療に当たっての疑問は、NICU の Dr ルームに置いてある本、ネットを利用した医学

中央雑誌 

  Up To Date、Pubmed なども活用する。 

(17) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。    

  ※17：00 から行われる Evening Round は自由参加。 

 

到達目標（全科共通）  

基本プログラムを参照  

 

新生児科研修の行動目標  

 

  病棟診療 

B-1 診断のついていない患者の診療において、医療面接や身体診察、検査の組み立て

を通して意思決定する 

B-2 救急外来とは異なる一般外来特有

の診療の進め方ができる  

患者の生活や環境に合わせた適切な退院指

導をする  

 鑑別診断を考えながら医療面接・身体診察を行い、これらが終わった段階で5～

10個以上の鑑別疾患について臨床推論を行う 

B-3 患者さんに対して親身な態度で接する  

系統的な身体診察を行い、異常な身体所見を見つける 

Problem-Oriented Systemに準じてカルテ記載を行う 

B-4 患者、家族との面談を通してインフォームド・コンセントを行う  

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する 

看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する 

  担当患者の診断・治療方針・効果判定を

カンファレンスでdiscussionする 

B-7 画像検査（CT、MRI、超音波など）の特性を利用して診断につなげる  

 不要な検査を行わない  DPCも考慮して本当に必要な検査のみを適

切なタイミングで選択する  

B-8 自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選

択できる  
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B-9 RCTなどの文献を批判的に吟味し、自らの臨床に活かす _ 

ガイドライン・ガイダンスを活用して適切な抗菌薬の選択を行う _ 

検査特性（感度・特異度・尤度比）を意識した診療を行う _ 

Conference等で聴き手がポイントを把握しやすいプレゼンテーションを行い、

論理的なディスカッションに寄与する  

 

新生児科研修の方略（LS） 

 

＜研修医の週間スケジュール＞ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

                           

（8:00〜

9:00） 

病棟回診 小児病棟 

Conference 

小児科/産科 

Conference 

抄読会 8:15〜 小児病棟 

Conference 

8:30〜

9:30 

Morning Conference 

GCUの採血（9:00以後） 

9:30〜

11:30 

病棟回診 帝切 

立ち会い 

病棟回診 帝切 

立ち会い 

病棟回診 

11:30〜

12:30 

新生児回診 

Conference 

新生児回診 

Conference 

新生児回診 

Conference 

新生児回診 

Conference 

新生児回診 

Conference 

12:30〜

13:30 

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:30〜

17:00 

病棟ラウンド 

13:30〜15:30 

多職種

Conference 

学会報告会 

16:00〜17:00 

帝切 

立ち会い 

病棟回診 

病棟回診 

 

帝切立ち会い 

病棟

Conference 

15:00〜17:00 

Follow Up 

外来研修 

13:00〜17:00 

17:00〜

17:30 

新規入院 

Conference 

Evening 

Round 

循環器講義 

17:00〜17:15 

Evening Round 

 

Evening Round 

 

Evening 

Round 

Evening 

Round 

17:15〜 

17:30〜  小児科 

Conference 

   

              当直医 Evening Round 

 

     第 1火曜日  8:00 放射線科との合同カンファレンス（3ヶ月毎） 

     第 3月曜日 17:15 産小カンファ     
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     第 4月曜日 16:00 医事課とのカンファレンス   

第 4金曜日 14:00 リハビリカンファレンス 

                                        

＜研修医が行う外来診療関連業務＞ 

（１） 新生児科の外来研修は、フォローアップ外来の見学という形をとるため、NICUを退

院した児の発育・発達、自閉症スペクトラムなどの診断と対応について学ぶ。 

 

＜研修医が行う入院診療関連業務＞ 

（２）新生児科の入院患者の担当医として、上級医・指導医とともに診療を行う。 _ 

（３）研修医はMorning Conferenceの前に入院患者の採血を行い、その手技を学ぶ。 

（４）毎朝8時30分から行われるMorning Conference に参加する。研修医は火曜、水曜 

木曜日のConferenceでpresentationを行う。  

（５）Morning Conferenceではその日の朝の患者の状況をpresentationする。  

（６）Morning Conferenceで出てきた問題点・疑問点を午前中に上級医・指導医とともに 

解決する。 

（７）診療に当たってはProblem Listをしっかり立てる _ 

（８）診断がついていない場合には、鑑別診断のリストを作成する _ 

（９）検査の立案に当たっては、検査特性（感度・特異度）を考慮に入れる _ 

（１０）身体診察については、鑑別診断、問診、検査結果を考慮して診察をする。 _ 

（１１）夕方に行われるEvening Roundでは全症例の症例検討を行う。 

（１２）Evening Roundでは、Morning Conferenceや当日の問題点について解決策を提示

す 

る。  

（１３）カンファレンスの後、指示の修正などを行い夕方の患者の状況を把握する。 

＜入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務＞ 

（１４）診療に当たっての疑問をUpToDateやテキストなどの臨床ツールを活用する。 

（１５）院外勉強会に上級医・指導医とともに参加し、より広い範囲の意見をもとに知識 

を広げる。 

（１６） ローテート終了後は速やかに研修記録をまとめ、評価を入力する。 

 

＜新生児科で経験可能な症候＞ 経験すべき症候29症候中16症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、意識障害・失神、けいれん発作、心停止、

呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔気・嘔吐、便通異常（下痢・便秘）、運動麻痺・筋

力低下、興奮・せん妄、成長・発達の障害 
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以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ症候 

症候 学修内容 

ショック 敗血症性ショック、重症仮死の重症度評価と入院管理、原因検

索と治療 

体重減少・るい痩 水分バランス・栄養状態の評価、不当軽量児の原因検索 

発疹 生理的な発疹と病的発疹の鑑別、原疾患の診断と治療 

黄疸 生理的な黄疸と病的黄疸の鑑別、原疾患の診断と治療 

発熱 

 

異常な高体温の管理、不明熱の原因疾患の診断と治療、血液培

養の検体採取のタイミングと方法、血液培養検査結果の判断、

抗菌薬の選択とde-escalation 

意識障害・失神 新生児仮死における意識レベルの評価 

けいれん発作 原疾患の鑑別と治療 

心停止 新生児蘇生法について習熟 

呼吸困難 呼吸障害の評価、原因検索と呼吸管理を含めた治療 

吐血・喀血 原疾患の診断と治療 

下血・血便 原疾患の診断と治療 

嘔気・嘔吐 生理的な嘔吐と病的嘔吐の鑑別、原因検索と治療 

便通異常（下痢・便

秘） 

母乳性の下痢と病的な下痢の鑑別、原疾患の診断と治療 

運動麻痺・筋力低下 新生児の筋緊張低下・筋緊張亢進の評価、原疾患の診断と治療 

興奮・せん妄 新生児の不穏状態の評価 

成長・発達の障害 早産児も含めた新生児の成長・発達評価、自閉症スペクトラム

の概念の理解と評価・対応 

 

＜新生児科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26 疾病・病態中 12 疾病・病態 

脳血管障害、心不全、高血圧、肺炎、急性上気道炎、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、急性胃

腸炎、消化性潰瘍、肝炎、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

脳血管障害 エコーによる頭蓋内出血の診断と評価 
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心不全 輸液、利尿剤、昇圧剤、血管拡張剤の選択と投与 

高血圧 輸液および降圧剤の選択と投与 

肺炎 痰培養検査結果の判断、抗菌薬の選択と de-escalation 

急性上気道炎 ウイルス検査・痰培養検査結果の判断、重症度判断と合併症の評価 

慢性閉塞性肺疾患 新生児慢性肺疾患の病態理解と病状の評価、治療 

急性胃腸炎 ウイルス検査・便培養検査結果の判断、重症度判断と合併症の評価 

消化性潰瘍 病態の理解、抗潰瘍剤の選択と投与 

肝炎 ウイルス検査・肝機能検査結果の判断、治療 

腎盂腎炎 尿培養検査結果の判断と合併症の評価 

腎不全 新生児特有の病態の理解と治療 

 

＜新生児科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保   〇   〇 

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

  〇   〇 

③胸骨圧迫   〇   〇 

④圧迫止血法   〇 〇   

⑤包帯法   〇 〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血）   〇 〇   

⑦注射法（皮内）   〇 〇   

⑦注射法（皮下）   〇 〇   

⑦注射法（筋肉）   〇 〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保）    〇   

⑧腰椎穿刺      〇 

⑨穿刺法（胸腔）      〇 

⑨穿刺法（腹腔）      〇 

⑩導尿法      〇 

⑪ドレーン・チューブ類の管理      〇 

⑫胃管の挿入と管理   〇 〇   

⑬局所麻酔法   〇 〇   
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⑭創部消毒とガーゼ交換   〇 〇   

⑮簡単な切開・排膿      〇 

⑯皮膚縫合      〇 

⑰軽度の外傷・熱傷の処置      〇 

⑱気管挿管      〇 

⑲除細動等      〇 

       

その他の手技       

中心静脈確保      〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗不整脈薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗痙攣薬）   〇   〇 

抗がん剤      〇 

緊急輸血   〇   〇 

補液管理   〇 〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS）      〇 

外傷初期診療（JATEC）      〇 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルスタ

ッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 
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2010.3.5   作成 

                                                            2013.2.12 一部改訂 

2019.2.22 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 

 2021.2.17 一部改訂 
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脳神経内科オリエンテーション 

 

脳神経内科は内科診療科の一部門です．当院は脳卒中を中心とした急性期疾患が多く、ま

た、歴史的に脊髄疾患、パーキンソン病の診療を得意としています。 

脳卒中は心臓病とならんで高度救急医療の柱とされており、疑い例まで入れると多数の患

者さんが受診されています．これらに対応するため当科では、１年次研修が「神経疾患の

救急外来での初期対応能力」を主目標にします。２年次研修ではそれをさらに磨くと共に、

「総合内科医としての基本的な神経疾患診療能力」も目標とします。頻度の高い神経疾患

（脳卒中、パーキンソン病、アルツハイマー病など）は自分で診療ができる能力を身につ

けることが望まれます。また、神経症候から大まかな鑑別診断をすることができ、どのよ

うな場合に専門医に依頼したらよいかを体得していただきます。 

高齢化社会においては、ADL（日常生活活動度）や QOL（生活の質）を考慮した医療が重要

です。救急医療で、生命を救ってもその後寝たきり状態になっては困ります。生命を救う

ことの次に重要なのは、脳神経を救うことです。脳神経内科で、研修医の先生は ADLや QOL

を考慮した医療を学んでいただきます。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

脳神経内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 診断のついていない患者では、病歴聴取や身体診察、検査の組み立てを通して、

Decision makingをする。 

B-2 病歴・身体所見から考えられる鑑別診断を 5～10個以上あげる。 

各種の疾患治療ガイドラインやエビデンスに基づいた治療を選択する。 

B-3 系統的な身体診察および神経診察を行い、異常な身体所見を見つける。 

B-4  

B-5 上級医やカンファレンスを通して担当している入院患者の診断・治療方針・効果判

定を discussionする。 

多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する。 

看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する。 

B-7 DPCも考慮して必要な検査のみを適切なタイミングで選択する。 

CT、MRI、Ga シンチ、超音波などの画像検査の特性をうまく利用して診断につなげ

る。 

B-8  

B-9 プレゼンテーション能力を高めるために Conferenceでの発表方法を習得する。 

自分の考えを Conferenceで上級医にプレゼンテーション、ディスカッションする。 

院内および院外の各種勉強会に上級医・指導医とともに参加し、より広い範囲の意

見をもとに知識を広げる。 

 

・患者、家族との面談を通してインフォームド・コンセントを行う。（A-3） 

・DPCも考慮して必要な検査のみを適切なタイミングで選択する。(A-1) （B-7） 

・患者さんに対して親身な態度で接する。（A-2） 

・患者の生活や環境に合わせた適切な退院指導をする。（A-3） 

・救急外来とは違う一般外来診療の進め方を外来研修を通して患者診断学・管理学を習得

する。（C-1） 
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高齢者や嚥下障害のある患者の栄養管理行う。（C-2） 

・受け持ち患者の入院サマリーを記載し、上級医の指導を受けて完成させる。（C-2） 

 

脳神経内科の方略（LS） 

 

週間スケジュールは以下の通り（変更があった場合は連絡します） 

曜日 月 火 水 木 金 

集合時

間 

8：40 8：00 

または8：40 

7：45 

または8：40 

8：40 8：40 

午前 病棟回診 病棟回診 病棟回診（外

来実習） 

病棟回診（外

来実習） 

病棟回診 

10：30 

ﾁｰﾑ回診 

 10：30 

ﾁｰﾑ回診 

10：30 

ﾁｰﾑ回診 

10：30 

ﾁｰﾑ回診 

午後  13：30 

部長回診 

  15：00 

脳卒中多職

種ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

その他  第2週8：00 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

16：30新患ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

第1週7：45 

16：00ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

16：00 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

16：00 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

 

 月～金 8：40 当直者申し送り 

月： 16：00～18：00 ブレインカッティング（年数回） 

18：00～20：00 ニューロＣＰＣ（年数回） 

 火： 8：00～8：30 ①脳外科との合同カンファレンス（毎月第 2火曜日） 

13：30～16：00 部長総回診 

16：30～18：00 新入院症例カンファレンス 

17：00～17：30 薬品勉強会 

 水： 7：45～8：15 整形外科との合同カンファレンス（毎月第１水曜日） 

午前は外来実習（希望者） 

16：00～16：30 水・木・金 隔週カンファランス（症例またはテーマ） 

17：15～17：45 認知症症例カンファレンス（第 2木曜日） 

17：30～19：00 名誉教授（脳神経内科）による症例検討会（月１回） 

木： 午前は外来実習（希望者） 

16：00～16：30 水・木・金 隔週カンファランス（症例またはテーマ） 

金： 15：00～16：00 ＳＵＴカンファランス（脳卒中多職種カンファランス）・回診 

 16：00～16：30 水・木・金 隔週カンファランス（症例またはテーマ） 

 

 チーム回診： 

・火曜日以外の平日10:30～12:00 

  ・研修医はA, Bいずれかのチームに所属し、チーム医とともに回診する。 

・ 毎日プレゼンテーションをすることで、プレゼンテーションスキルを学び、診察 

および治療方法についても多数の医師の指導をうける。 

 

 神経疾患が疑われる救急外来患者に対するファーストコール： 

・ R1研修医は、病棟における急変や相談に対してファーストコールを受けて、初期診療を

行い、アセスメントしたうえで当番スタッフに連絡し、指導を受ける。 

・ R2研修医は、神経疾患が疑われる救急外来患者に対してファーストコールを受けて、 
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初期診療を行い、当番の救急患者対応スタッフに連絡し、指導を受ける。 

 

 インストラクター（担当指導医）制度： 

・ 研修医はローテート研修中、受け持ち患者の主治医とは別に、脳神経内科スタッフ1名の

インストラクターを持ち、何でも相談、指導を受ける。 

脳卒中についての講義など座学もインストラクターが担当する。 

 

脳神経内科の研修方法 

（１） 研修医ごとに神経内科スタッフの中からインストラクターが割り当てられ、研修中

の相談ができる 

（２） 脳神経内科の入院患者さんの副主治医として、主治医とともに診療を行う 

（３） 受け持ち患者に綿密に病歴聴取を行い、カルテ記載する 

（４） 系統的な神経診察を学び、得られた所見について上級医と相談する 

（５） 鑑別疾患をたてる．特に緊急疾患、治療可能な疾患を見逃してはならない 

（６） 必要な検査を組みたてる 

（７） ADLの低下があれば早期からリハビリテーションを処方する 

（８） 検査結果の解釈、診断の過程と治療方法について上級医とともに検討する 

（９） 生体検査、筋病理、末梢神経病理、中枢神経病理、神経疾患臨床について、それぞ

れのエキスパートからの指導に積極的に参加する 

（１０）急性疾患や日内変動がみられる疾患では優先的あるいは複数回ベッドサイドで診

察する 

（１１）特定疾患認定、身体障害者認定、介護保険などの社会資源の活用法を学び、患者

さんに該当するものを提供する 

（１２）各種回診、各種カンファレンスに参加し、最新の情報に通じておく 

（１３）ローテート期間中に上級医の指導のもとカンファレンスで症例報告を行う 

（１４）患者さんが退院したら速やかに退院サマリーを書き、主治医の添削を受ける 

（１５）ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する 

 

経験すべき症候のうち，当科で経験できそうな症候は下記である 

体重減少・るい痩、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、呼吸困難、下血・血便、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、腰・背部痛、

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、終末期の症

候  

 

経験すべき疾病・病態のうち，当科で経験できそうな疾病・病態は下記である 

脳血管障害、認知症、心不全、高血圧、肺炎、急性上気道炎、腎盂腎炎、糖尿病、脂質異

常症、うつ病、統合失調症、依存症（アルコール・薬物） 

 

当科で経験できそうな臨床手技は下記である 

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

所麻酔法、⑬創部消毒とガーゼ交換 

 

 

評価 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）
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を 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

 

2019.3 改訂 

2020.2.16 改訂 
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呼吸器内科 

（必修） 
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呼吸器内科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の呼吸器内科は、呼吸器疾患全般にたいして急性疾患から慢性疾患

まで幅広く対応している。救急外来からの入院症例では、一般の呼吸器急性疾患を数多く

経験することができる。間質性肺炎、薬剤性肺炎などのびまん性肺疾患症例も多く、緊急

にステロイド療法の開始を要する症例もある。一方、がん診療連携拠点病院として診療を

行っている肺癌の入院症例も多く、インフォームド・コンセントを原則として手術、放射

線療法、化学療法などを組み合わせた集学的治療を行っている。救急外来から入院する急

性疾患の診療を主に学び、一方では増加する肺癌等の慢性疾患に対する診療も学び、呼吸

器疾患の救急への対応ができるようになるとともに、肺癌あるいは慢性呼吸不全等の治療

困難な症例への対応も身につけてほしい。全人的に患者さんを診ることのできるバランス

のとれた臨床医となるように望む。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

呼吸器内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 患者のプライバシーに配慮して医療面接や身体診察、検査を行い、医療倫理に即した

意思決定を行う 

B-2 咳嗽、発熱、呼吸困難などの症候について適切に考察し、鑑別診断と治療を行う 

患者情報を収集して医学的知見に基づいて診断し、具体的な診療計画を立てる 

B-3 患者に対して親身な態度で接し、系統的な身体診察を行い、Problem-Oriented System

に即してカルテに記載する 

B-4 患者、家族との面談には礼節をもって臨み、信頼関係を築いた上で、informed consent、

shared decision making に努める 

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に検討する 

看護師、リハビリスタッフなどのコメディカルと協調しチーム医療を展開する 

担当患者の診断・治療方針・経過の判断などをカンファレンスで共有する 

B-7 保険医療の仕組みを理解し、検査（血液検査、細菌検査、画像診断）および治療を適

切に行う 

DPC の仕組みを考慮した診療計画の策定を行う 

B-8 臨床疑問を研究課題に変換し、臨床研究に関する基本的知識を身につける 

B-9 医学知識、技術は常に発展していることを理解し、生涯にわたって学び、かつ教える

習慣を身につける 

聴き手が理解しやすいプレゼンテーションを行い論理的な討議を行う 
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呼吸器内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:00 朝カンファ 血液ガス採

血等 

血液ガス採

血等 

血液ガス採

血等 

朝カンファ 

9:00～12:30 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

12:30～13:15 昼食 

13:15～17:00 気管支鏡 病棟回診 気管支鏡 病棟カンフ

ァ 

気管支鏡 

  

17:30～※   BF カンファ 

症例検討会 

症例報告・
抄読会 

  

※参加する場合、時間外申請を認める。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 呼吸器内科の入院患者の担当医として、上級医・指導医とともに診療を行う。  

(2) 動脈採血など朝の病棟採血に積極的に参加する。 

(3) 月曜と金曜の 8 時 30 分から行われる朝カンファに参加する。新規受持ち症例は積極

的にプレゼンを行う。  

(4) 担当症例の問題点・疑問点を上級医・指導医とともに解決する。 

(5) 診療に当たっては Problem List を立てる。 

(6) 身体診察は、既に得られている問診、検査結果、鑑別診断を考慮して行う。 

(7) 検査の立案に当たっては、検査特性（感度・特異度）や患者の負担を考慮に入れる。 

(8) 気管支鏡検査では、咽頭麻酔、鎮静などに積極的に参加し、検査中は手技の内容を理

解し、術者に協力する 

(9) 水曜のカンファでは、新規症例の検討に加え、問題のある症例の検討に参加する 

(10)ローテートの最終週の水曜カンファで、経験した症例を病歴要約にまとめてプレゼン

する。あるいは抄読会として文献の紹介を行う。 

 

<呼吸器内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 23症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・失神、

けいれん発作、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下

痢・便秘）、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、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

発熱 肺炎を中心とした発熱を来す炎症性疾患の入院管理 

感染の起炎菌同定のための検査過程と抗生剤による治療 

呼吸困難 呼吸困難を来す疾患の鑑別、検査と治療 

呼吸不全に対する必要な呼吸管理 

吐血・喀血 喀血を来す疾患の鑑別、検査とその治療 

終末期の症候 肺がんを中心とした呼吸器疾患の終末期の症候に対する緩和ケア 
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<呼吸器内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態中 18疾病・病態 

脳血管障害、認知症、心不全、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）、消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、腎盂腎炎、腎不全、糖尿病、脂質異常

症、うつ病、統合失調症、依存症（ニコチン）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 
疾病・病態 学修内容 

肺癌 肺癌の診断と治療方針の検討 

主に化学療法の考え方と終末期における緩和ケア 

肺炎 感染症とアレルギー病態の鑑別と、抗生剤の empiric therapy 

喀痰培養検査の結果の解釈 

気管支喘息 急性増悪の初期対応と呼吸管理 

気管支拡張剤とステロイド剤投与の実際 

慢性閉塞性肺疾患

（COPD） 

COPD の診断と急性増悪に対する対応 

気管支拡張剤と抗生剤投与、ステロイド剤投与の判断 

（自然気胸） 胸腔ドレナージ等の治療 

 

<呼吸器内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

呼吸器内科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保  〇  〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

 〇  〇   

③胸骨圧迫  〇  〇   

④圧迫止血法 〇   〇   

⑤包帯法       

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺   〇   〇 

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）   〇   〇 

⑩導尿法       

⑪ドレーン・チューブ類の管理  〇   〇  

⑫胃管の挿入と管理  〇   〇  

⑬局所麻酔法  〇   〇  

⑭創部消毒とガーゼ交換  〇   〇  

⑮簡単な切開・排膿   〇   〇 

⑯皮膚縫合   〇   〇 

⑰軽度の外傷・熱傷の処置       

⑱気管挿管   〇   〇 

⑲除細動等   〇  〇  
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その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）  〇   〇  

緊急薬剤（抗不整脈薬）   〇  〇  

緊急薬剤（抗痙攣薬）   〇  〇  

抗がん剤   〇  〇  

緊急輸血   〇   〇 

補液管理  〇  〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS）  〇  〇   

 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、独自の評価方法などを用いる。 

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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消化器内科 

（必修） 
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消化器内科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の消化器内科は最も多くの臓器、疾患を扱う科である。救急疾患も

多く、当院では消化器内科の緊急入院は、かなりの数に上るため、初期診断、治療が大変

重要となる。そのため当科研修はプライマリーケアに必要な研修となる。また検査も多く、

画像診断が大切であるため、重要な研修項目のひとつになってくる。2 年次研修では、検査

助手、画像読影も行っていただく。初期研修期間を通じて、各種疾患の診断と治療を学ん

で欲しい。またチーム診療であるため、医療スタッフとの連携や協調性を十分に行えるよ

うにして欲しい。さらに慢性疾患や癌患者も多く、メンタルケアに関しても、研修中に習

得してほしい。疾患や検査が多いため、研修の成果は各個人の熱意、努力に左右されると

思われる。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

消化器内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 患者のプライバシーに配慮しながら訴えを受け止め、把握し、問診して的確にカルテ

に記載できるようにするための能力を付ける。 

B-2 症状や所見を見て鑑別疾患が列挙できるように能力を身に着ける。 

 各鑑別疾患から診断を確定していくための必要な検査のオーダーができるような能

力を身に着ける。  

B-3 患者の不安、意向に配慮しながら、理学的診察（視診、腹部触診・聴診等）ができる

ようにするための能力を身に着ける。 

B-4 患者、家族と良好な関係を築くために、丁寧でわかりやすいインフォームドコンセン

トを行う。 

B-5 患者の治療方針は多職種カンファランスで、他の意見を聞きながら連携し決定してい

く。チーム医療への意識を高めていく。 

B-6 積極的に安全レポートを報告していく態度を身につける。 

B-7 医療の実践は目の前の臨床にとどまらず、地域社会の貢献や国際救援、災害救護の精

神も理解していく。 

 医療経済学の意識も身につけるよう努力する。 

B-8 医学の発展のため、積極的に学会活動に興味を持ち、臨床研究や治験の意義を理解す

る。 

B-9 消化器疾患に関する各種ガイドラインを理解し、臨床に役立てる意識を持つ。積極的

にカンファランスで発言し、その日の疑問はその日に解決していく姿勢が必要。指導

医との意見交換も積極的に行う。 
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消化器内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30 朝カンファ 外科合同 朝カンファ 朝カンファ 外科合同 

(7:45～8:15) 火曜、金曜のみ 

9:00～12:00 内視鏡 

救急 

内視鏡 

救急 

内視鏡 

救急 

内視鏡 

救急 

内視鏡 

救急 

12:00～13:30 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

13:30～17:00 病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

病棟 

救急 

その他 水曜日カンファランス（17:00～18:00） 

  

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 毎朝 8 時のモーニングカンファランスで前日の当直医からの業務引き継ぎをおこない、当

日の検査処置についてプレゼンテーションを行う。（火、金は除く）その内容を検討し人

員配置等を行う。なお、前日の救急外来から入院した症例の検討も同時に行っている。一

日の仕事の流れを全員で把握し、チームワークを再確認する機会になっている。（研修医

は自由参加だが、参加した場合時間外をつける。） 

(2) 火、金は朝 7 時 45 分より消化器外科とのカンファランスを行う。手術症例の提示や、

術後患者の経過等のプレゼンテーションを行って、手術適応について検討する。（研修

医は自由参加だが、参加した場合時間外をつける。） 

(3) 入院患者の受け持ちはオーベン制で指導医と研修医の小チームで行う。 

(4) 研修医は自主的に回診し、指示を出す姿勢が大切である。 

(5) 診療に当たっては Problem List をしっかり立てる。 

(6) 鑑別診断を挙げ、それに対して検査特性（感度・特異度・経済性）を考慮に入れた検

査体系を組む。 

(7) 指導医とともに診断、治療スケジュールを作成し、実行する。 

(8) 毎週水曜日の全体カンファランス時に受け持ち患者数名のプレゼンテーションを行

い、スタッフ全員からの質問等に答える。（研修医は自由参加だが、参加した場合時間

外をつける。） 

(9) 病棟業務に関しては、ローテート研修を行っている研修医全員で協力的に分担して行

う。 

(10)診療業務に余裕がある場合は内視鏡室に来室し、常時施行されている検査見学を行う。 

(11) 内視鏡行為を実際に行う前にシュミレーターにて訓練をつみ重ね、指導医の許可を経

て実際の患者に内視鏡診療を行う。 

 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(12)業務時間内の救急 1st callは研修医で消化器内科救急当番医とともに初期対応する。 
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<消化器内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 29症候 

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  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 特に出血性ショックの管理 

吐血、下血 原因の検索と治療 

発熱 消化器疾患における感染症の治療（消化管炎症、胆管炎など） 

適切な抗生物質の選択と内視鏡的治療の必要性の有無の判断 

終末期の症候 消化器癌の治療方針（各種ガイドラインの理解） 

癌末期における緩和ケアの介入 

全人的な苦痛緩和の介入 

 

 

<消化器内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 20疾病・病態 

認知症、心不全、高血圧、肺炎、急性上気道炎、気管支喘息、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、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）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 
疾病・病態 学修内容 

胃癌、大腸癌 各種ガイドラインの実践 

消化性潰瘍 内視鏡診断の実際 

治療薬、治療方針の決定 

肝炎、肝硬変 ガイドラインの実践 

非代償期肝硬変症の管理 

アルコール依存症 全身状態の管理、特にせん妄に対する管理 

依存症に対する精神科の介入 

（胆道感染症） 胆管炎、胆のう炎における各種ドレナージの方法の理解 

適切な抗菌薬の選択 

 

<消化器内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

消化器内科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保 〇   〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

〇   〇   

③胸骨圧迫 〇   〇   

④圧迫止血法 〇   〇   

⑤包帯法 〇   〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   
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⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺   〇   〇 

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）   〇   〇 

⑩導尿法 〇   〇   

⑪ドレーン・チューブ類の管理  〇  〇   

⑫胃管の挿入と管理   〇   〇 

⑬局所麻酔法 〇   〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿  〇  〇   

⑯皮膚縫合  〇  〇   

⑰軽度の外傷・熱傷の処置 〇   〇   

⑱気管挿管   〇  〇  

⑲除細動等   〇  〇  

       

その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）  〇  〇   

緊急薬剤（抗不整脈薬）  〇  〇   

緊急薬剤（抗痙攣薬）  〇  〇   

抗がん剤  〇   〇  

緊急輸血  〇  〇   

補液管理  〇  〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇   〇   

外傷初期診療（JATEC） 〇   〇   

       

       

 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療や救急診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 
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・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 

2021.1.29 一部改訂    
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循環器内科 

（必修） 
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循環器内科オリエンテーション 

           

 日本人の臓器別死亡率第一位は心臓疾患で、その 4分の１、5万人は突然死です。しかし、

突然 CPA に陥った方のなかで緊急治療にて社会復帰率が最も高いのも心臓疾患であり、死

の淵に陥った方が笑顔で退院されるときの喜びは循環器医の醍醐味です。当循環器内科で

は、虚血性心疾患、心不全、不整脈の最先端医療を 24時間体制で提供しています。研修医

には、毎日指導医が責任を持って、診断の基本、心電図の判読、心エコーの画像診断の適

応と読み方、および循環器疾患治療および集中治療（補助循環装置や人工呼吸器）の基本

を教育します。循環器疾患の中には、時間が勝負を分けるものがあります。効率的に情報

集取し、上級医に簡潔的に必要十分なプレゼンテーションをする力も毎朝の CCU カンファ

レンスで養成します。文献やガイドラインに即した診断・治療を循環器分野のみならず、

一内科医として心がけており、当循環器内科で、急性期から慢性期にわたる多様な疾患お

よび最先端の循環器治療を経験する事は、将来循環器内科を志す先生はもちろん、他の科

に進まれる先生にとっても有意義な経験になるでしょう。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

循環器内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 ・CCU 回診、病棟診療で患者さんや患者さんご家族とよくコミュニケーションを取る。 

・CCU 当番や主治医と患者さん・患者さんご家族とのインフォームド・コンセントに

立会い、患者さんおよび患者さんご家族の意見・尊厳を尊重する場面を経験する。 

・診療上知り得た情報は、公共の場で口にしない。 

B-2 ・上級医と救急外来や CCU での循環器疾患を通して, 問診と患者の病態と理学的所見

および検査データを解釈し、候補疾患をリストアップし、鑑別に必要な検査を選択し、

その結果を解釈する能力を身につける。 

・最新の文献やガイドラインを参考に検査・治療計画を立案できる。 

B-3 ・患者さんと患者さんのご家族の気持ちになって、いたわりの心で接することができ

る。 

・1 分 1 秒を争う循環器疾患に対応するために、診断に必要な情報を迅速かつ正確に

聴取し、上級医に簡潔にプレゼンテーションする。 

胸部の聴打診触診を行い、呼吸音、心音および理学的所見の記載および評価ができる。 

・心電図の記録ができ、結果（負荷心電図を含む）を正しく評価できる。 

・心エコー（B モード、M モード,ドップラー）の記録ができる。また代表的疾患(心
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筋梗塞、大動脈弁狭窄症、肺塞栓）の所見を理解し診断に役立てることができる。 

・CCU 入室患者に対して治療計画を立て、上級医とともに治療を行い、治療効果の判

定ができる 

・薬物療法については、特に利尿剤、降圧剤、血管拡張薬、カテコラミン等血管作動

薬の使用法を理解する。 

・人工呼吸器、補助循環を含めた治療機器の管理、使い方を理解することができる。 

・心房細動に対する電気的除細動の適応と方法を理解し行うことができる。 

B-4 本人からの聴取ができない時には、家族などから状況の聴取が要領よくできる。 

・CCU 当番医によって行われる CCU 入室患者、家族に対する病状説明やカテーテル治

療に関する説明の場に同席し、インフォームド・コンセントの手法・重要性について

理解を深める。 

B-5 ・循環器内科医師、看護師など研修中に一緒に仕事をするメンバーと毎日挨拶ができ

る。 

・週 1 回開かれる循環器内科チームカンファレンスで積極的に発言する。 

・看護師、検査技師、薬剤師、理学療法士、栄養士などのコメディカルの意見も尊重

し、チーム医療が展開できる。 

・CCU カンファレンスでの症例提示を通して、決められた時間内に正確かつ不足なく、

入院患者の情報をスタッフへ伝達できる能力を身につける。 

B-6 ・患者さんの状態変化や倫理上問題となる意見や情報があれば速やかに上級医に報告

できる。 

・無理な時間外研修や労働はしない。夜間待機を希望するときは、連日とならないよ

うにする。 

B-7 ・目的を持った検査オーダーをする。 

・検査の重複に注意し、BNP,甲状腺機能検査など保険で認められている再検査期間を

遵守する。 

・循環器疾患再発や一次予防のための食事療法、心臓リハビリテーションがあること

を理解できる。 

B-8 ・循環器疾患の治療ガイドラインを調べることができ、evidence に基づいた治療を選

択することができる。 

・臨床研究や治験参加中の患者さんに必要な検査オーダー、禁忌項目遵守、知り得た

情報の秘密保持を実践する。 

B-9 ・毎朝の CCU でのモーニングカンファレンスにおいて、CCU での受け持ち症例の病状

と治療経過を的確に発表できる。 

・火曜日の夕方に開かれる症例発表、抄読会で積極的に質問する。 
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循環器内科研修の方略（LS） 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) CCU当番医とともに CCU入室患者の診断、治療をすることで、代表的循環器疾患の診断・

検査・治療法を学ぶ。患者さんやご家族への説明時もできるかぎり同席する。 

(2) 救急担当医とともに救急コンサルト症例を一緒に診察する。研修 2年目からは 1stコー

ルを担当する。 

(3) 上級医とともに毎日豊富な心電図記録を判読することにより、循環器疾患の診断に必須

である心電図判読能力を取得する。 

(4) 毎朝 8時 15分から開かれる CCU モーニングカンファレンスでの症例提示を通して、決

められた時間内に正確かつ不足なく、入院患者の情報をスタッフへ伝達できる能力を身

につける。 

(5) ４つのチームに分かれた循環器内科スタッフで行われるチームカンファレンスに出席

して、議論に参加し、多くの症例に触れる機会を持つ。 

(6) CCU退室後の患者さんも積極的にフォローして、診察、上級医に相談する。 

(7) 夜間の緊急カテーテル治療にスタッフとともに参加することにより、最先端の循環器治

療現場を経験し、急性期治療中に生じる様々な事象に対する対処法を学ぶ。 

(8) CCU入室患者は、SOFA score(初日,2日目)の記入を行う。心臓リハビリテーション適応

の患者にリハビリ依頼を行う。 

(9) CCUモーニングカンファレンス前にカンファレンス記録テンプレートを記載しておく。 

(10) CCUおよびその他の病棟で依頼された処方、採血、抜糸を行う。 

 

 

 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30 CCU モーニングカンファレンス 

8:30～9:00 病棟回診(処方,採血,抜糸) チームカンフ

ァレンス、病

棟回診(処方,

採血,抜糸) 

9:00～9:30  

 

CCU 回診 

 

 

CCU 回診 

心臓外科と

のハートチ

ームカンフ

ァレンス 

 

 

CCU 回診 

 

 

CCU 回診 

 

9:30～12:30   CCU 回診   
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13:30〜 救急当番併

診・受け持ち

患者回診 

救急当番併

診・受け持ち

患者回診 

救急当番併

診・受け持ち

患者回診 

救急当番併

診・受け持

ち 患 者 回

診、希望が

あれば経食

道心エコー

研修 

救 急 当 番 併

診・受け持ち

患者回診 

16:00〜  研修医症例

発表および

抄読会 

   

時間外 希望があれば緊急カテーテル検査・治療立会いおよび術後 CCU 管理 

その他 CAG,PCI,Ablation, PTA,ペースメーカー,リード抜去,ASD 閉鎖,左心耳閉鎖

の見学および助手 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 毎週火曜日夕方に開かれる症例発表、抄読会に参加する。ローテート最終週もしくは

前の週に症例発表・抄読会の発表担当となる。 

(2) 日帰り治療センター、救急外来、一般病棟で電気的除細動適応患者さんの診察、処方、

鎮静・呼吸・循環管理、電気的除細動を行う。 

(3) 循環器関連の学会や研究会に上級医とともに参加することで、より広範囲の知識を習

得する。 

 

<循環器内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 20症候 

ショック、発疹、発熱、もの忘れ、めまい、意識障害・失神、けいれん発作、胸痛、心停

止、呼吸困難、下血・血便、嘔気・嘔吐、便通異常（下痢・便秘）、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、終末期の

症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック ・心原性ショック・循環血液量減少性・心外閉塞または拘束性ショッ

ク・血液分布異常性（敗血症性・神経原性・アナフィラキシー）ショ

ックの鑑別と原因検索および治療 

・心原性ショックにおける補助循環装置(IABP,PCPS,Impella)の適応 

発熱 ・感染、デバイス、疾患（心筋梗塞、解離性大動脈瘤、肺塞栓など）

が原因の発熱の鑑別 

・抗生剤の適正使用（薬剤選択、量、期間） 
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胸痛 ・素早くかつ適切な問診・情報収集 

・心電図および心エコー検査の具体的方法および所見の読み方、記載 

・造影 CT での解離性大動脈瘤、肺塞栓、心筋梗塞の所見学習 

心停止 ・ACLS に従っての救命措置 

・心停止の原因検索 

・補助循環装置の適応 

呼吸困難 ・胸部レントゲンの読影 

・血液ガス所見の解釈 

・人工呼吸器の適応と管理 

 

 

<循環器内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態中 18疾病・病態 

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

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、消化性潰瘍、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、糖

尿病、脂質異常症、うつ病、依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

急性冠症候群 ・GRACEスコアを用いた予後評価 

・心臓カテーテル検査の適応 

・心筋梗塞の重症度分類を行い、適切な入院心臓リハビリテーシ

ョンの選択 

心不全 ・急性心不全の病態把握をクリニカルシナリオを用いて行う 

・心不全の原因疾患鑑別および増悪因子の検索 

・スワンガンツカテーテルから得られる情報の理解とそれを生か

した治療方法の学習 

・輸液、輸血、利尿薬、除水機器を用いた循環血漿量の適切なコ

ントロール 

・循環作動薬、人工呼吸器管理 

・補助循環装置の適応 

大動脈瘤 ・造影 CTでの読影ポイント 

・疼痛管理および降圧管理 

・病態に合わせたリハビリ選択 

高血圧 ・点滴および内服降圧薬の適切使用 

糖尿病 ・目標血糖値もしくは HbA1cを設定したインスリン、内服薬使用 

脂質異常症 ・スタチン、エゼチミブ、EPA,DHA,フィブラート系薬剤の適切使



88 

 

用 

（不整脈） ・脈拍コントロールの方法 

・抗凝固薬の適切な選択 

・除細動作用のある薬剤の選択 

・ペースメーカー・ICDの適応 

・電気的除細動の適応と実施 

（肺塞栓症） ・肺塞栓症の重症度分類 

・点滴および内服抗凝固薬の適切使用 

（心肺停止蘇生後） ・心室細動の原因疾患鑑別 

・低体温療法の適応および具体的方法 

・ICDの適応 

・患者家族への説明や治療方針の決定、倫理的問題への対処方法

の見学 

（心筋炎・心筋症） ・ウィルス性心筋炎と好酸球性心筋炎の鑑別 

・肥大型心筋症、心サルコイドーシス、心アミロイドーシス、Fabry

病、ミトコンドリア心筋症の想起 

 

<循環器内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

循環器内科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保 〇   〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

〇   〇   

③胸骨圧迫 〇   〇   

④圧迫止血法   〇  〇  

⑤包帯法 〇   〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血）  〇  〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺       
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⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）       

⑩導尿法       

⑪ドレーン・チューブ類の管理   〇 〇   

⑫胃管の挿入と管理  〇   〇  

⑬局所麻酔法  〇  〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿   〇   〇 

⑯皮膚縫合  〇  〇   

⑰軽度の外傷・熱傷の処置       

⑱気管挿管   〇   〇 

⑲除細動等   〇 〇   

その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）  〇  〇   

緊急薬剤（抗不整脈薬）  〇  〇   

緊急薬剤（抗痙攣薬）  〇  〇   

抗がん剤       

緊急輸血  〇  〇   

補液管理  〇  〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇   〇   

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、MiniCEXを用いる。 

(主に病棟診療や CCUモーニングカンファレンスの場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 



90 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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血液・腫瘍内科 

Aコースでは1年目で必修 

Bコースでは2年目で必修 

選択期間での追加選択可能 
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血液・腫瘍内科オリエンテーション 

 

内科の一分野としての血液疾患患者の診療に携わる。難治性で死に瀕している患者をい

かに生存させ、社会復帰させるかが最大の目標である。このためには理論的な知識はもち

ろん、患者の病状を把握し、それを改善させる臨床的技能と、患者に信頼される人間性が

不可欠である。 

 

*2020 年 4 月から、A コースの研修医は 1 年目で必須、B コースの研修医は 2 年目で必須と

なります。 

**選択期間で血液・腫瘍内科を追加研修することも可能です。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

血液・腫瘍内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 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 的確な診断のため、初期診療において、血液疾患の存在、出血傾向の有無、免疫的な

異常、腫瘍の存在、感染症の合併を正しく判断する。 

的確な病態把握のために、各血球の働きと生理、免疫学、腫瘍学の基礎知識を理解す

る。 

B-3 生命を脅かす腫瘍、出血、感染、免疫異常に対し、最適な治療を安全に実施する。 

B-4 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。 

平易な言葉でインフォームド・コンセントを行い、患者の主体的な意思決定を支援す

る。 

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する 

看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する 

B-6 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。 

医療安全を常に意識し、安全レポートを積極的に提出する。 

B-7 保険医療の仕組みを理解し、DPC に対応した適切な検査、治療スケジュールを提案す

る。 

B-8 医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

科学的研究法を理解し、活用する。 

臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 

B-9 血液内科領域の院外勉強会（名古屋 BMT 例会や各種講演会、研究会など）に上級医
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とともに参加することで、より広範囲の知識を習得する 

症例検討会や抄読会に参加することで EBM に基づいた治療法を習得する。 

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。 

 

血液・腫瘍内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:00 Morning Conference 

9:00～12:00 病棟回診・処置 

12:00～13:00 昼食 

13:00～17:00 病棟回診・ 

処置 

病棟回診・ 

処置 

病棟回診・ 

処置 

13:00 ～

14:00 

病棟ミーテ

ィング（第

1・3木曜日） 

病棟回診・ 

処置 

16:00～ 

抄読会 

16:20～ 

症例検討会* 

15:30～ 

総回診 

病棟回診・ 

処置 

17:00～18:00  17:00～ 

放射線カン

ファレンス* 

17:30～ 

薬剤勉強会* 

   

＊17:00以降は時間外となるため自由参加とする。参加の場合17:00〜17:30は時間外対象。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 研修医は、スタッフから受け持ち医として指名され、上級医から診療および治療の指

導を受ける。 

(2) 毎朝８時４５分から行われるミーティングで、研修医は受け持ち症例の検討を行う。 

(3) 新入院患者の受け持ち医になったら主治医として速やかに現病歴を取る。 

(4) 入院時一般検査を指示する。 
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(5) 診療に当たっては Problem Listをしっかり立てる。 

(6) 診断がついていない場合には、鑑別診断のリストを作成する。 

(7) 患者を毎日回診しカルテに記載する。記載内容について必ず指導医のカウンターサイ

ンを求める。 

(8) 病歴の要約を作成する。 

(9) 2～3か月に１回程度、不定期に入る移植用骨髄採取に参加する。 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 血液・腫瘍内科では休日等は当番制としているが、特に問題の生じた時は時間外、休

日を問わず研修体制をとるため、指導医と相談する。 

(2) 漫然と指示を待つのではなく指導医より先に問題を発見し対応を考え、検討すべき問

題点は担当医やカンファランスで呈示する。 

(3) カルテはＰＯＳ－ＳＯＡＰで記載する。 

(4) 受け持ち患者の骨髄標本（必要な場合は末梢血標本も）は担当医とともに必ず鏡検す

る。 

(5) 患者さんご家族との面談、治療方針説明、同意取得の場に上級医に同席する。 

(6) 同僚および担当医師はもちろん、他のスタッフの信頼を獲るよう努力する。 

(7) 症例検討会および総回診において、受け持ち症例のプレゼンを行う。 

(8) ローテート中に抄読会を担当する。 

 

<血液・腫瘍内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 26症候 

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）、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、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 輸血や薬物によるアナフィラキシーショック発症時の入院管理と退院

後のフォロー 

敗血症性ショックの重症度評価と入院管理、原因検索と鑑別診断 

発熱 発熱性好中球減少症への初期対応 

不明熱の原因疾患の診断と治療 

血液培養の検体採取のタイミングと方法 

血液培養検査結果の判断と抗菌薬の選択 

嘔気・嘔吐 がん化学療法時の制吐剤使用方法 
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便通異常（下痢・便

秘） 

がん化学療法に伴う便通異常の管理方法 

体重減少・るい痩 がん化学療法時の栄養管理 

高齢者や嚥下障害患者の栄養管理 

興奮・せん妄 高齢せん妄患者の管理 

終末期の症候 造血器腫瘍末期患者の緩和ケアを含む入院管理 

 

<血液・腫瘍内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26 疾病・病態中 14 疾病・

病態 

認知症、心不全、高血圧、肺炎、急性上気道炎、急性胃腸炎、消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、

腎盂腎炎、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿病、脂質異常症、うつ病 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

心不全 輸液および利尿剤の選択と投与 

赤血球製剤の投与 

肺炎 感染症関連検査、痰培養検査結果の判断 

抗菌剤の選択と投与 

日和見感染症への対応 

骨折 病的骨折への対応 

骨病変に対する治療 

糖尿病 ステロイド使用時の血糖コントロール 

 

 

<血液・腫瘍内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

血液・腫瘍内科で経験可能な手技に〇が

ついています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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       
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⑥採血法（静脈血） ○   ○   

⑥採血法（動脈血） ○   ○   

⑦注射法（皮内） ○   ○   

⑦注射法（皮下） ○   ○   

⑦注射法（筋肉） ○   ○   

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺   ○   ○ 

⑨穿刺法（胸腔）   ○   ○ 

⑨穿刺法（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       

       

その他の手技       

中心静脈確保   ○   ○ 

緊急薬剤（心血管作動薬）  ○   ○  

緊急薬剤（抗不整脈薬）  ○   ○  

緊急薬剤（抗痙攣薬）  ○   ○  

抗がん剤（指示）   ○   ○ 

抗がん剤（投与）  ○   ○  

緊急輸血  ○   ○  

補液管理  ○  ○   

心肺蘇生法（ALS、BLS）       

外傷初期診療（JATEC）       

輸血適正使用  ○   ○  

骨髄穿刺   ○   ○ 
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評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.7.22 作成 

2013.2.25 一部改訂 

2014.2.24 一部改訂 

2015.1.23 一部改訂 

2016.2.10 一部改訂 

2018.1.22 一部改訂 

2019.1.23 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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糖尿病・内分泌内科 

（必修） 

 

 

  



99 

 

糖尿病・内分泌内科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の糖尿病・内分泌内科は日本内分泌学会、日本糖尿病学会の認定教育

施設であり、主として糖尿病、糖尿病合併症、内分泌疾患の分野を担当しています。1日 100

名を超える患者様が受診し、また多くの内分泌学的救急疾患にも対応しております。また地

域支援病院として、多くの開業医の皆様と協力しており、糖尿病症例はいうまでもなく、多

くの内分泌疾患の経験を積むことができます。糖尿病・内分泌内科の研修を通じて、糖尿病・

内分泌疾患の基本的な診療知識・手技を修得してください。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

糖尿病・内分泌内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 人間の尊厳を守り，患者のプライバシーに配慮した診療を行う 

B-2 検査特性（感度・特異度・尤度比）を意識した診療を行う  

B-3 医療面接・身体診察を行い，検査データも踏まえた上で，プロブレムリストを挙

げ，それぞれのプロブレムに対し，診療計画を立案し実行する 

B-4 礼節をわきまえ，丁寧かつ分かりやすい言葉で患者や家族に接し，相手の心理・社

会的背景も踏まえ，患者・家族のニーズを把握する 

B-5 看護師、検査技師，栄養士などのコメディカルと情報を共有しチーム医療を展開

する 

患者の社会的背景も十分考慮した上で治療方針を考え，カンファレンスなどでデ

ィスカッションする 

B-7 DPCも考慮して本当に必要な検査のみを適切なタイミングで選択する 

医療費の患者負担にも配慮しつつ，適切な治療薬を選択する 

B-8 自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選

択できる  

B-9 積極的に上級医に質問し，また自ら教科書や文献を調べることで医学知識の吸収に

努める 

得られた知識を同僚や医師以外の医療職と互いに共有し，学びあう 
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糖尿病・内分泌内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～11:00 病棟回診 

外来研修 

病棟回診 

甲状腺エコ

ー 

負荷試験 

病棟回診 

外来研修 

負荷試験 

病棟回診 

甲状腺エコ

ー 

病棟回診 

外来研修 

11:00~12:00 糖尿病教育

ビデオ 

甲状腺エコ

ー 

病棟回診 

糖尿病教育

ビデオ 

糖尿病教育

ビデオ 

糖尿病教育

ビデオ 

13:30~15:30 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

糖尿病教室 

病棟回診 病棟回診 

15:30~16:00 部長回診 病棟回診 病棟回診 

糖尿病教室 

病棟回診 病棟回診 

16:00~17:00 入退院患者 

カンファレ

ンス 

抄読会・症例

検討会 

病棟回診  病棟回診 病棟回診 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 糖尿病・内分泌内科の入院患者の副主治医として、上級医とともに診療を行う。 

(2) 入院当日の午後３時（厳守）までには指示出しする。 

(3) 受け持ち患者の要約をカルテに的確に記載し、問題点（POMR に準じて）を整理す

る。 

(4) 診療に当たっては Problem Listをしっかり立てる。 

(5) 診断がついていない場合には、鑑別診断のリストを作成する。 

(6) 検査の組立てに当たっては、検査特性（感度・特異度）を考慮に入れる。 

(7) 病歴聴取に当たっては、Review of systemsを用いる。 

(8) 身体診察については、鑑別診断、問診、検査結果を考慮して診察をする。 

(9) 問題点、疑問点を上級医とともに解決する。 

(10) 診療に当たっての疑問を今日の臨床サポート・Up To Date等を活用し、解決を目

指す。 

(11) 一般専門外来や甲状腺エコー検査にも参加し、研鑽を積む。 

(12) 救急外来に必要に応じ（夜間でも）出向き、診療する。 

(13) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。 

(14) 毎週月曜日午後３時半からの部長回診で、受け持ち患者の病状を適切に説明する。 

(15) 回診後の入院患者カンファランスでは、研修医が受け持ち患者の病状を説明する。 

(16) 火曜日の午後４時００分からの症例検討会と抄読会では積極的に意見を述べる。 

時間 
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(17) １年次研修医は、１度は必ず症例検討会での症例提示（Ａ３紙１枚、内科認定医申

請にも利用できる形でまとめるのが望ましく、症例に関するテーマについても総

説する）と外国文献の抄読（１５分程度で簡潔に説明、その論文を選んだ理由も説

明）を行う。 

(18) 月１回（第２水曜日午後１時３０分～）行われる糖尿病教室や毎週月～金の毎日午

前１１時から行われるビデオ患者学習に積極的に参加する。 

(19) 最後に、部長または指導医と研修内容の評価が必ず行われ、それをもって糖尿病・

内分泌内科の臨床研修の修了が確認される。 

 

<糖尿病・内分泌内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 5症候 

ショック、体重減少・るい痩、意識障害・失神、嘔気・嘔吐、腹痛  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 副腎不全など内分泌学的疾患によるショックの診断と入院管理 

体重減少・るい痩 糖尿病や甲状腺機能中毒症など体重減少を来す内分泌学的疾患の診断

と治療 

意識障害・失神 意識障害を来す内分泌学的疾患（高血糖高浸透圧状態，糖尿病性ケトア

シドーシス，甲状腺クリーゼ，副腎クリーゼなど）の診断と治療 

嘔気・嘔吐 糖尿病性ケトアシドーシスや副腎クリーゼなど嘔気・嘔吐を来す内分

泌疾患の診断と治療 

腹痛 糖尿病性ケトアシドーシスや副腎クリーゼなど腹痛を来す内分泌疾患

の診断と治療 

 

<糖尿病・内分泌内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 3疾病・

病態 

高血圧、糖尿病、脂質異常症  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

高血圧 内分泌学的な 2 次性高血圧の診断。患者の基礎疾患などに応じた降圧

薬の選択，食事指導。 

糖尿病 経口血糖降下薬やインスリン・GLP1 作動薬の投与および栄養指導・運

動指導による血糖コントロール 

脂質異常 スタチン・フィブラート系薬剤など適切な脂質異常症治療薬の選択と

投与 
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<糖尿病・内分泌内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

糖尿病・内分泌内科で経験可能な手技

に〇がついています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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） ○   ○   

⑥採血法（動脈血） ○   ○   

⑦注射法（皮内） ○   ○   

⑦注射法（皮下） ○   ○   

⑦注射法（筋肉）  ○  ○   

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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   ○   ○ 

       

その他の手技       

中心静脈確保      ○ 

緊急薬剤（心血管作動薬）     ○  

緊急薬剤（抗不整脈薬）     ○  
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緊急薬剤（抗痙攣薬）     ○  

抗がん剤       

緊急輸血      ○ 

補液管理 ○   ○   

心肺蘇生法（ALS、BLS） ○   ○   

 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルスタ

ッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 

                            2020.11.19 一部改訂 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎臓内科 

（必修） 
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腎臓内科オリエンテーション 

 

生体が正常な営みを続けることができるための必須要件は体液の恒常性(Homeostasis)の

維持です。体液の恒常性とは、体液量、体液・電解質組成、浸透圧、酸塩基平衡が至適範

囲に維持されることです。体液の恒常性に破綻を来しやすい多くの病態・疾患があります

が、腎臓での調節範囲は大きく体液の恒常性は保たれています。 

腎臓内科では、生命維持に不可欠な体液恒常性維持に腎臓がどのように関わっているかを

学ぶことができます。各種腎疾患を学ぶことにより体液バランスを正常に維持することの

重要性と体液バランスの修正法を学びます。腎機能を正確に評価し、その機能障害に対応

して適切な治療方針を検討することは、全ての医師にとって不可欠な臨床医学の基礎とな

ります。一方、腎臓内科では、末期腎不全治療法である各種血液浄化療法を学びます。血

液成分に含まれる病気を惹起する因子をどのように調整すれば生命維持ができるか、難治

性疾患が改善するかを通して、病気の発症・増悪と治癒のメカニズムを学びます。 

腎臓内科で、臨床医学の基礎知識を身につけてください。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

腎臓内科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-2 身体所見評価や各種検査結果より体液バランスの異常がないかを評価することがで

き、どの領域の疾患が主要病変かを判断できる。 

検尿異常から専門医に相談すべき病気があるか否かを判断できる。 

腎機能を正確に評価することができ、腎機能障害時の薬物使用など厳重に注意すべき

事項に配慮できる。 

腎不全患者を診療した時、緊急に血液浄化療法を開始すべきかの判断ができる。 

B-3 患者さんに親身な態度で接し、的確に病歴を聴取し、身体所見と臨床検査成績を正確

に評価し、適切に診療記録を記載する。 

B-4 社会人としての常識・態度を身につけ、患者・家族と良好な人間関係を保ち、面談を

通してインフォームドコンセントをすすめる。 

B-5 各種腎疾患、腎不全、膠原病、水電解質異常などの入院患者さんを指導医・上級医と

ともに主治医として診療にあたり、診断・治療方針・効果判定を症例カンファレンス

でディスカッションする。多職種カンファレンスを通して、チーム医療において必要

な情報を共有し連携を図る。 

B-7 腎不全・指定難病における各種医療制度やシステムについて、担当患者を通して理解
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し、適切な活用を行う。 

B-8 担当患者診療から臨床的疑問点を研究課題に変換し、適切な研究デザインを選択でき

る。 

B-9 抄読会や種々の勉強会・研究会を通して、最新の医療動向の学び・把握に努める。 

 

腎臓内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:00 カンファレ

ンス 

    

9:00～12:30 病棟回診/ 

透析室回診 

病棟回診/ 

透析室回診 

腎生検介助 病棟回診/ 

透析室回診 

シャント手

術助手 

13:30- 部長回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

16:00～17:00 抄読会 腎生検カン

ファレンス/

薬品勉強会 

 症例カンフ

ァレンス 

 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 腎臓内科の入院患者の担当医として上級医・指導医とともに診療を行う。 

(2) 担当している入院患者を回診し、診断・治療方針・効果判定を上級医・指導医とディ

スカッションする。 

(3) 月曜日朝カンファレンスに参加し、腎臓内科全体の患者の週末の状況報告、新入院予

定患者のプレゼンテーションを聞く。 

(4) 担当患者の腎機能評価、畜尿検査評価を行う。 

(5) 火曜日午前の腎代替療法説明（CKD教育入院患者）に同席する。 

(6) 上級医とともに救急外来診療に参加し、速やかに正確な判断が要求される腎疾患を対

象に，その診断と初期治療についての正確な知識と技術を身につける。 

(7) 上級医とともに他科からの診察依頼に赴く。 

(8) 腎生検担当症例のファイルメーカー（臨床経過データ）記載を行う。 

(9) 腎生検施行時には立ち会う。 

(10)ブラッドアクセス手術に参加し小外科手術を身につける。 

(11)透析室業務に参加し各種血液浄化治療法、維持透析管理について学ぶ。 

(12)緊急透析導入時の処置に立ち会う。 
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<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 火曜日 16時からの腎生検病理カンファレンスに参加し、腎生検病理診断について学ぶ。 

(2) 木曜日 16時からの症例カンファレンスに参加し、担当症例のプレゼンテーションを行

う。 

(3) 腎臓内科研修の最終週に抄読会発表、担当症例レポート作成発表を行う。 

(4) 腎機能にあわせた投薬設計ができるように、臨床ツールを活用する。 

 

<腎臓内科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 14症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、発熱、意識障害・失神、胸痛、呼吸困難、嘔気・嘔

吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、腰・背部痛、関節痛、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、

終末期の症候  

 

 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

体重減少・るい痩 末期腎不全患者の栄養状態評価、管理 

呼吸困難 腎不全患者の呼吸困難の原因検索、腎不全・透析患者のうっ血性心不

全の診断と治療 

嘔気・嘔吐 尿毒症症状の鑑別、管理 

終末期の症候 透析患者の終末期をどう判断して管理するか 

 

 

<腎臓内科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 14疾病・病態 

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

慢性閉塞性肺疾患（COPD）、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、糖尿病、脂質異常症  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

心不全 利尿薬の選択と投与、血液浄化療法の導入基準 

高血圧 降圧薬の選択と投与 

腎不全 AKI の診断・鑑別・治療、CKD の保存療法・全身管理、腎代替療法の選

択・実際 

脂質異常症 高脂血症薬の選択と投与、LDL アフェレーシスの実際 

（膠原病） 膠原病に関連する腎障害の診断・治療、免疫抑制薬の投与 
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<腎臓内科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

腎臓内科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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） ○   ○   

⑥採血法（動脈血） ○   ○   

⑦注射法（皮内） ○   ○   

⑦注射法（皮下） ○   ○   

⑦注射法（筋肉） ○   ○   

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）      ○ 

⑨穿刺法（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       

       

その他の手技       

中心静脈確保   ○   ○ 

緊急薬剤（心血管作動薬）   ○   ○ 

緊急薬剤（抗不整脈薬）   ○   ○ 
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緊急薬剤（抗痙攣薬）   ○   ○ 

緊急輸血   ○  ○  

補液管理  ○   ○  

心肺蘇生法（ALS、BLS） ○   ○   

血液透析療法管理   ○   ○ 

 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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総合内科 

Aコースでは2年目で必修 

Bコースでは1年目で必修 

選択期間での追加選択可能 
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総合内科オリエンテーション 

 

総合内科は平成 18年 1月に、野口善令先生を初代部長として発足した病院内で一番新しい

内科です。院内にある 7 つの臓器専門科に続く 8 つめの内科として誕生した経緯には、や

はり、不明熱などの臓器では区切ることができない病態に対して、きちんと対応ができる

「内科医」が必要であること、そして、繁忙になりがちな臓器専門科とは異なり、内科教

育を十分に提供できる科を設置することが求められる背景がありました。そして、何より

新医師臨床研修制度の中で、救急医療とならび、プライマリ・ケアの教育を充実させるこ

とが時代として求められていたこともあります。 

総合内科の研修を通して、「不明熱」などの診断が確定していない疾患の臨床推論を学ぶこ

とを最大の目標としながらも、尿路感染、貧血、体重減少、浮腫、リンパ節腫脹などへの

対応方法を学んでいただきたいと思います。 

 

*2020 年 4 月から、A コースの研修医は 2 年目で必須、B コースの研修医は 1 年目で必須と

なります。 

**選択期間で総合内科を追加研修することも可能です。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

総合内科研修の行動目標 

 

 一般外来診療 病棟診療 

B-1 診断のついていない患者の診療において、医療面接や身体診察、検査の組み立てを通

して意思決定する 

B-2 救急外来とは異なる一般外来特有の診療

の進め方ができる 

患者の生活や環境に合わせた適切な退院

指導をする 

鑑別診断を考えながら医療面接・身体診察を行い、これらが終わった段階で 5～10 個

以上の鑑別疾患について臨床推論を行う 

B-3 患者さんに対して親身な態度で接する 

系統的な身体診察を行い、異常な身体所見を見つける 

Problem-Oriented Systemに準じてカルテ記載を行う 

B-4 患者、家族との面談を通してインフォームド・コンセントを行う 

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する 

看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する 
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 担当患者の診断・治療方針・効果判定をカ

ンファレンスで discussion する 

B-7 画像検査（CT、MRI、Gaシンチ、超音波など）の特性を利用して診断につなげる 

不要な検査を行わない DPC も考慮して本当に必要な検査のみを

適切なタイミングで選択する 

B-8 自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選択で

きる 

B-9 RCTなどの文献を批判的に吟味し、自らの臨床に活かす 

ガイドライン・ガイダンスを活用して適切な抗菌薬の選択を行う 

検査特性（感度・特異度・尤度比）を意識した診療を行う 

Conference 等で聴き手がポイントを把握しやすいプレゼンテーションを行い、論理的

なディスカッションに寄与する 

 

総合内科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30   EBM round   

8:30～9:00 Morning Conference 

9:00～12:30 ＊外来研修

または 

病棟回診 

病棟回診 

または 

外来研修 

＊外来研修

または 

病棟回診 

病棟回診 病棟回診 

または 

外来研修 

12:30～13:15 昼食 昼食 薬品勉強会 ER/GIM 

カンファレ

ンス出席 

昼食 

 

13:15～14:00 13:30～ 

HCU 多職種

カンファレ

ンス 

病棟回診 13:40～ 

1-7W 多職種

カンファレ

ンス 

13:30～ 

3-3多職種 

カンファレ

ンス 

13:15～ 

1-7E 多職種

カンファレ

ンス 

14:00～15:00 Afternoon Conference 

15:00～17:00 病棟回診 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1) 外来研修 40コマのうち、16コマを総合内科で研修する 

(2) 総合内科の外来研修では、初診患者の一般的な症候の診療を中心に行う。状況により、

再診の患者の診療も担当する。 
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(3) 初診で診察した患者について必要に応じて再診予約をとり、経過を観察し、時間を使

って診断し治療するプロセスを実践する 

(4) 指導医・上級医とともに一般外来症例を担当し、翌週以降に再診予約をとり、経過を

追っていく。2020 年からの外来研修は、月曜・水曜担当、火曜・金曜担当を設定する。 

(5) 外来研修の担当日は、9：00に一度、外来に行く。 

(6) 患者を検査に出す前に、外来指導医と discussionを行う。必要な検査を確定する。 

(7) Afternoon Conferenceでは、外来患者の presentationを行い feedback を受ける。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 総合内科の入院患者の担当医として、上級医・指導医とともに診療を行う。 

(2) 研修医は morning conference前に一度、病棟回診を行う。（1回目の回診） 

(3) 毎朝 8 時 30 分から行われる morning conference に参加する。研修医の受持ち症例は

火曜日と金曜日のカンファレンスで検討を行う。 

(4) Morning Conferenceではその日の朝の患者の状況を presentationする。 

(5) Morning Conference で出てきた問題点・疑問点を午前中に上級医・指導医とともに解

決する 

(6) 診療に当たっては Problem Listをしっかり立てる 

(7) 診断がついていない場合には、鑑別診断のリストを作成する 

(8) 検査の立案に当たっては、検査特性（感度・特異度）を考慮に入れる 

(9) 病歴聴取に当たっては、Review of systemsを用いる。 

(10)身体診察については、鑑別診断、問診、検査結果を考慮して診察をする。 

(11)午後の Afternoon Conferenceでは全症例の症例検討を行う。 

(12)Afternoon Conferenceでは、Morning Conferenceで出た問題点の解決策を提示する。 

(13)カンファレンスの後、指示の修正などを行い夕方の患者の状況を把握する。（2 回目の

回診） 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 診療に当たっての疑問を UpToDate や今日の臨床サポートなどの臨床ツールを活用す

る。 

(2) 水曜日に定期的に開催される EBM Roundに参加する。 

(3) ローテート期間中に一度、EBM Roundの presenterを務める。 

(4) 感染症や総合内科領域の院外勉強会(IDATEN や京都 GIM カンファレンスなど）に上級

医・指導医とともに参加し、より広い範囲の意見をもとに知識を広げる 

(5) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、評価を入力する。 
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<総合内科研修で経験可能な症候> 経験すべき 29症候中 26症候 

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）、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、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック アナフィラキシーショックの入院後管理と退院後のフォロー 

敗血症性ショックの重症度評価と入院管理、原因検索と鑑別診断 

発熱 異常な高体温の管理、不明熱の原因疾患の診断と治療、 

血液培養の検体採取のタイミングと方法、 

血液培養検査結果の判断、抗菌薬の選択と de-escalation 

体重減少・るい痩 食事摂取量の評価、悪性腫瘍などの原因検索 

高齢者や嚥下障害患者の栄養管理 

排尿障害（尿失禁・

排尿困難） 

高齢者の尿のトラブルに関する評価方法と診断、治療法・対処法 

 

 

<総合内科研修で経験可能な疾病・病態> 経験すべき 26疾病・病態中 16 疾病・病態 

認知症、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺炎、急性上気道炎、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、

肝炎・肝硬変、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、糖尿病、脂質異常症、うつ病、統合失調症、

依存症（アルコール・薬物） 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

心不全 輸液および利尿剤の選択と投与、ARB・ACE-Iの投与 

糖尿病 経口糖尿病薬の使用、血糖コントロール 

肺炎 痰培養検査結果の判断、抗菌薬の選択と de-escalation 

腎盂腎炎 尿培養検査結果の判断、抗菌薬の選択と de-escalation 

（膠原病） 膠原病・リウマチ疾患の抗体検査結果の評価、ステロイド使用に伴う

副作用の防止策 
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<総合内科研修で経験可能な臨床手技>  

 

経験すべき手技 

 

総合内科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保 〇   〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスク

による徒手換気を含む。） 

〇   〇   

③胸骨圧迫 〇   〇   

④圧迫止血法 〇   〇   

⑤包帯法       

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺  〇   〇  

⑨穿刺法（胸腔）      〇 

⑨穿刺法（腹腔）      〇 

⑩導尿法  〇   〇  

⑪ドレーン・チューブ類の管理  〇   〇  

⑫胃管の挿入と管理  〇   〇  

⑬局所麻酔法  〇   〇  

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿  〇  〇   

⑯皮膚縫合       

⑰軽度の外傷・熱傷の処置       

⑱気管挿管   〇  〇  

⑲除細動等   〇  〇  

       

その他の手技       

中心静脈確保      〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）     〇  

緊急薬剤（抗不整脈薬）     〇  
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緊急薬剤（抗痙攣薬）     〇  

抗がん剤       

緊急輸血      〇 

補液管理 〇   〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇      

※研修医教育委員会で定めた単独可・要確認・要立会の基準を考慮して各科で考慮 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2015.1.23 一部改訂 

       2016.3.9   一部改訂 

       2017.3.18 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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外科 

（必修） 
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一般外科オリエンテーション 

 

一般外科は消化器疾患、乳腺疾患、腹部救急疾患の外科治療を主な診療内容としている。

消化器疾患では癌の外科治療が主な目標であるが．化学療法・放射線治療なども積極的に

取り入れ、総合的な癌治療を目指している。外科治療には鏡視下手術、ロボット支援下手

術を積極的に取り入れている。救急疾患に対しては、常時 3 名の待機制を引き救急手術に

対応可能な体制を整えている。外科研修では外科的疾患に対する診断、治療を学ぶ。病歴、

身体所見、画像診断所見、検査所見を総合し、病態を把握し治療計画を立てる。外科治療

に当たっては外科基本手技、解剖的知識を身に着ける。周術期管理を通して基本的な全身

管理の方法を習得する。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

一般外科研修の行動目標 

 

 一般外来診療 病棟診療 

B-1 悪性疾患をもつ患者および家族に対してその思いを傾聴し、悩みを受け止め、プライ

バシーに配慮しつつ、患者の持つ問題点をさぐり解決に向けて一緒に考える。 

B-2 診断のついていない患者の診療におい

て、鑑別診断を考えながら医療面接・身

体診察を行い、必要な検査計画を立てる。 

手術予定症例の病歴、画像診断、検査所

見を総合して病態を把握し適切な手術計

画を立てる。 

術後の患者の身体所見、画像診断、検査

所見から術後経過を把握し必要な対処を

考える。 

患者の情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて臨床判断を行う。 

B-3 患者の身体状態、心理状態、家族の状況などをプライバシーに配慮しつつ収集する。 

身体所見、検査所見、診療内容を Problem-Oriented System に準じてカルテ記載する。 

B-4 患者、家族の訴えを傾聴し、質問に対してはわかりやすい言葉で説明する。 

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する。看護師、

理学療法士、検査技師などのコメディカルと強調しチーム医療を展開する。 

MS,看護師と協力し外来診療がスムーズ

に行われるように協力する。 

受け持ち患者の診断・治療方針、経過の評

価をカンファレンスで討論する。 

B-7 患者の社会的状況（家族状況、経済的状況）をつねに把握する 

手術予定患者の身体的状況、社会的状況 術後患者の社会復帰にむけて看護師、理
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を把握し、術前から術後の社会復帰の計

画を立てる。 

学療法士、退院支援室と協力して転院や

在宅診療などの計画を立てる。 

B-8 CPC では術前診断と手術結果を照らし合わせてフィードバックし、その結果生じた臨

床的疑問点を研究課題に変換する。 

B-9 抄読会では外科治療に関する文献を吟味、解説し臨床に生かす 

ガイドラインを活用し治療計画を立案する 

検査特性を意識した診療を行う。 

カンファレンスではポイントを把握したわかりやすいプレゼンテーションを行う。 

 

 

一般外科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

7:45～8:15 抄読会 消化器内科

とのカンフ

ァレンス 

手術ビデオ

検討会 

 消化器内科

とのカンフ

ァレンス 

8:15～8:30 朝のカンファレンス 

8:30～12:30 手術または病棟回診 

12:30～13:15 昼食 

13:15～17:00 手術または検査・処置 

その他 入院患者・ 

手術予定患

者カンファ

レ ン ス

(15:30 ～

17:00)             

臨床病理勉

強会(15:00

～16:00) 

乳腺カンフ

ァレンス

(16:00～

17:00) 

  

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1) 外来研修５コマを一般外科で研修する。外来研修は水曜日または金曜日とし、8：30開

始とする。 

(2) 初診患者の病歴、身体所見をとり上級医と相談の上必要な検査のオーダーを行う。 

(3) 検査結果が出たら指導医・上級医に報告し上級医の診療を見学する。 

(4) 次回の外来日にも研修できる場合は上級医とともに診療する。 

(5) 乳腺疾患の患者を診察した場合は水曜日の乳腺カンファレンスでプレゼンテーション

しフィードバックを行う 
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<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 研修医１名に対し指導医または上級医１名のペアをつくり、診察・診断・診療計画立

案・治療を行う。 

(2) 指導医・上級医のもとで指示をだし、カルテ入力を行ない、担当患者のサマリーを入

力する。 

(3) 指導医・上級医のもとで検査・処置の術者もしくは助手を務める。   

(4) 担当症例の手術には原則参加し第２助手を務める。     

(5) 担当症例の患者様，家族への病状説明を行う際は同席し患者様とのコミュニケーショ

ンの一助とすると同時に，指導医と患者･家族の話し合いを聞いてインフォームドコン

セントの能力を身につける． 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 夜間および休日については参加を希望する場合はもし出ておき、緊急手術，検査処置

などがある場合に連絡してもらい，参加する。 

(2) 月曜夕方の外科カンファレンスでは担当症例の presentationを行い討議に参加する。 

(3) 朝のカンファレンス・勉強会（月曜 7:45 抄読会、火・金曜 7:45 消内との合同カンフ

ァレンス、水曜 7:45ビデオカンファレンス）への参加は自己研鑽とし、参加は任意と

する。 

(4) 希望者はローテート期間中に一度、臨床病理検討会（火曜日 15 時から 16 時）を担当

し、受け持ち症例の presentationを行い、レポートを作成する。 

(5) 希望者はローテート期間中に一度、月曜朝の抄読会（朝７時４５分より）を担当し、

外科に関する英語論文を１編全訳し紹介する。 

(6) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。  

 

<一般外科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 18症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血、下血・

血便、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、外傷、腰・背部痛、興奮・せん妄、

抑うつ、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 敗血症性ショックや出血性ショックの全身管理および原因検索と治療 

黄疸 閉塞性黄疸の鑑別と経皮経肝胆道ドレナージ 

発熱 術後の発熱の検査、画像診断、原因の検索と治療 

吐血・下血・血便 術後の吐下血の初期治療と原因検索 

腹痛 術後の腹痛の身体所見、検査、画像診断と鑑別 
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外傷 腹部外傷の診断と治療 

終末期の症候 癌終末期の緩和医療 

 

<一般外科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態中 5疾病・病態 

胃癌、消化性潰瘍、胆石症、大腸癌、高エネルギー外傷・  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

胃癌 術前診断、手術計画、手術、術後管理、化学療法 

消化性潰瘍 穿孔、出血の保存治療と手術治療 

胆石症 急性胆嚢炎の治療、術前診断、手術計画、手術、術後管理 

大腸癌 術前診断、手術計画、手術、術後管理、化学療法 

高エネルギー外傷 身体所見、画像診断、手術適応の決定、手術 

 

 

<一般外科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

一般外科で経験可能な手技に 

〇がついています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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 〇   〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺   〇   〇 

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）   〇   〇 
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⑩導尿法 〇  〇    

⑪ドレーン・チューブ類の管理   〇   〇 

⑫胃管の挿入と管理 〇  〇    

⑬局所麻酔法   〇   〇 

⑭創部消毒とガーゼ交換   〇   〇 

⑮簡単な切開・排膿   〇   〇 

⑯皮膚縫合   〇   〇 

⑰軽度の外傷・熱傷の処置       

⑱気管挿管       

⑲除細動等       

       

その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬） 〇   〇   

緊急薬剤（抗不整脈薬） 〇   〇   

緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤   〇   〇 

緊急輸血 〇   〇   

補液管理 〇  〇    

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇  〇    

外傷初期診療（JATEC）       

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、DOPSなどを用いる。 

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 
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形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

2010.3.5作成 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 

2020.11.13 一部改訂 
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整形外科 

（必修） 
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整形外科オリエンテーション 

 

 運動器の健康管理を行う整形外科は、高齢化の進んだ社会の医療を担う医師の臨床研修

として非常に重要ですが、「初期臨床研修」の必修科目には組み込まれていません。しか

し当院の初期臨床研修には 1 年次に 3 週間の研修を必修としています。これは当院が三次

救急をはじめ、救急診療を重視しているからです。当院の整形外科は、運動器外傷患者の

プライマリーケアはもちろん、外傷患者に対して多くの手術治療を行っています。年間約

1500 例の手術を行っていますが、そのうちの約 600 例が外傷手術です。しかし、外傷のみ

でなく、整形外科で扱う脊椎脊髄疾患、関節疾患、スポーツ外傷、骨軟部腫瘍、手の外科、

関節リウマチなどの慢性運動器疾患も広く扱っています。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

整形外科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 運動器疾患患者のプライバシーを守る。 

高齢患者の特殊性を理解する。 

B-2 運動器疾患患者に適切な問診を行う。 

必要な情報を整理する。 

B-3 運動器疾患患者の応急処置ができる。 

慢性患者の疼痛コントロールができる。 

B-4 患者・家族に病状の分かりやすく説明する。 

B-5 骨折患者の治療計画を立案 各メディカルスタッフに指示する 

B-6 運動器疾患の合併症発生を把握する。 

治療に伴う合併症の危険を把握する。 

B-7 医療処置の危険性を把握する。 

処置時の清潔操作を理解する。 

B-8 対象の運動器疾患患者の特殊性を理解する。 

B-9 文献検索など学習方法を習得する。 
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整形外科研修の方略（LS） 

 

研修医の週間スケジュール  

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

7:45~8:00 抄読会  神経内科カ

ンファ（第

１） 

  

8:00~8:30 Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

8:30～12:30 手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

12:30~13:30 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:30~14:00 リハビリカ

ンファ 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

14:00~17:00 手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

手術 

救外対応 

17:00~19:00  手術症例

Conference 

   

整形外科の研修方法 

整形外科研修の最大の目的は、医師としての基本的な心構え、考え方を修得することです。

外科系の研修は非常に忙しくなります。時間を有効に使い、外科系医師の生き甲斐、やりが

い、使命感を学んでください。当科は、受持制をとっていません。研修医は、整形外科入院

患者のすべての診療に参加します。各研修医には卒後10年以下のオーベン(教育係、Mentor)

がついて指導します。オーベンと相談して、入院患者管理、手術、検査、ギプス施行および

救急外来処置などにアシスタントとして積極的に診療に参加してください。評価はオーベン

と指導医(整形外科専門医)で行います。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

整形外科研修医の１日の日課は下記の通り。 ＜時間厳守・身だしなみに注意＞ 

（１） 朝は7時45分前に3-4整形病棟に来て、前日の手術、検査患者を診察し所見を 

オーベンや指導医に報告する。静注、点滴、採血等の病棟処置を行う。 

（２） 8時00分から、3-4病棟カンファレンスルームにて前日の外来および病棟患者のＸ線

等画像読影会に参加する。一日の予定を確認し、各部門へFAXする。 

（３） 9時00分からオーベンや指導医とともに病棟回診または手術助手を行い、処置の介

     助および所見のカルテ記載を行う。回診後は指示書きやオーダーをオーベンや指

    導医とともに行う。 
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（４） 入院患者の現病歴を記入し理学所見、神経学的所見をとりカルテに記録する。 

（５） 午後は、検査または手術（脊椎・脊髄外科手術、人工関節および外傷一般整形外科）

のアシスタントとして参加する。清潔操作を十分身につける。（一度OP室外へ出たOP着は必

ず着替えて入ること、1動作1手洗い、床に座らないなど） 

（６） 手術および検査後は、患者の状態の把握を頻繁に行い、指導医に報告する。 

 

<整形外科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 11症候 

体重減少・るい痩、発熱、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、成長・発達の障害、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

疼痛 骨痛 関節痛 筋肉痛 神経痛の鑑別診断 

腰痛 変形性脊椎症 圧迫骨折 筋肉痛の鑑別診断 

関節痛 変形性関節症 化膿性関節炎 外傷の鑑別診断 

運動麻痺 頚髄症 腰部脊柱管狭窄症 末梢神経障害の鑑別診断 

 

<整形外科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中１疾病・病態 

高エネルギー外傷・骨折 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

骨折 診断と整復・固定治療・リハビリテーション 

変形性関節症 診断と関節穿刺 装具療法・手術療法・リハビリテーション 

変形性脊椎症 診断と各種ブロック治療・手術療法・リハビリテーション 

感染症 診断と安静・抗生物質投与 

 

<整形外科研修で経験可能な臨床手技> 

経験しなければならない手

技・処置 

研修医１年次 研修医２年次 

単独

可 

単独不可 
単独

可 

単独不可 

事前確認 
指導医 

立会 
事前確認 

指導医 

立会 

1. 気道確保 ○   ○   

2. 気管挿管  ○  ○   

3. 人工呼吸 ○   ○   

4. 心マッサージ ○   ○   
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5. 除細動  ○  ○   

6. 注射法（皮内） ○   ○   

  注射法（皮下） ○   ○   

  注射法（筋肉） ○   ○   

  注射法（末梢静脈）  ○  ○   

  注射法（中心静脈注射）   ○  ○  

7. 緊急薬剤（心血管作動薬）  ○  ○   

  緊急薬剤（抗不整脈薬）  ○  ○   

  緊急薬剤（抗痙攣薬）  ○  ○   

  抗がん剤   ○  ○  

8. 採血法（静脈血）  ○  ○   

  採血法（動脈血）  ○  ○   

9. 導尿法  ○  ○   

10. 穿刺法（腰椎）   ○   ○ 

   穿刺法（胸腔）   ○   ○ 

   穿刺法（腹腔）   ○   ○ 

11. 胃管の挿入と管理   ○  ○  

12. 圧迫止血法 ○   ○   

13. 局所麻酔法 ○   ○   

14. 簡単な切開・排膿  ○  ○   

15. 皮膚縫合法 ○   ○   

16. 創部消毒とガーゼ交換 ○   ○   

17. 軽度の外傷･熱傷の処置 ○   ○   

18. 包帯法 ○   ○   

19. ドレーン・チューブ類の

管理 
 ○  ○   

20. 緊急輸血  ○  ○   

21. 補液管理  ○  ○   

        

各科の特殊性       

1. ギブス巻き、シーネ固定   ○  ○  

2. 脊髄造影、神経根ブロッ

ク 
  ○   ○ 

3. 透視の使用  ○  ○   

4. 脱臼整復   ○  ○  

術後管理  ○   ○  
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評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に病棟診療や救急外来の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

2016/03/12 作成 

2019/02 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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精神科 

（必修） 
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精神科研修プログラム 

 

精神科研修オリエンテーション 

精神疾患の理解を深めるために、多軸的診断学の考え方を身につけ、また、精神疾患の評

価を行うために必要な検査を選択し、結果の評価ができるようになることを期待する。 

将来の精神科医にならない研修医も、一般臨床医として必要な精神科疾患の治療ができる

ようになるために症例を経験する。不安や身体疾患に伴う精神状態に対応できるようにな

り、特にせん妄などに対応できるようになることを目標とする。 

また、精神科患者の救急受診の際には、不安や緊張が高い状況にあることを理解し、その

軽減のために速やかな対応がとれる考え方を身につけてほしい。もちろん、良好な医師患

者関係の形成のために、診察の基礎となる態度・姿勢の重要性も理解する。 

 

 

平成 17年度から医師の卒後教育において精神科研修が必修のものとされた。当院の精神科

（精神心療科）は平成 18年 6月で廃止されたことから、協力型の精神科病院で研修を行う。

平成 31年度（2019年度）からは、精治寮病院での研修も開始する。 

 

協力病院 資生会 八事病院 

      〒468-0073 名古屋市 天白区 塩釜口一丁目 403  ℡(052)832-2111 

協力病院 交正会 精治寮病院 

      〒466-0064 名古屋市 昭和区 鶴舞 4-16-27  ℡(052)741-1231 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

地域研修の行動目標 

 

 外来診療 病棟診療 

B-1 患者の外見・年齢によらず、常に一定の礼儀正しい共感的な態度を保つことが 

できる。 

B-2 患者の不安を軽減しつつ、詳しい病歴を

取ることができる。 

患者の状態を把握し、ある程度臨機応変

の対応ができる。  

せん妄を診断し、初期治療ができる。 

摂食障害の入院治療を経験し診断と初

期治療ができる。 

精神症状の各々について述べることができる。 
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症候性の精神障害を除外診断できる。 

急性精神病像を呈する主要疾患を列挙し、鑑別のために必要な検査手順を述べること

ができる。 

B-3 統合失調症や気分障害、アルコール離脱症候群などの急性期治療を経験し、初期の管

理ができる。 

ＢＰＳＤを伴う認知症の初期治療ができる。 

不眠に対して、初期治療ができる。 

神経症領域の不安発作や過呼吸症候群の初期治療ができる。 

B-4 専門医の受診の必要性を判断できる。 

専門医への適切な紹介ができる。 

患者や家族の不安を理解し、適切な対応によってそれを軽減することができる。 

B-5 専門医への適切な紹介ができる。 

B-7 精神障害者の社会復帰について経験し一般臨床で必要な指導助言ができる。 

B-8 自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選

択できる  

B-9 検査特性（感度・特異度・尤度比）を意識した診療を行う  

 

研修内容に関して以下の点に留意する（厚生労働省） 

 

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含むこと。 

なお、急性期入院患者の診療を行うことが望ましい。  

 

※精神科での研修について、今回の制度見直しでは、病棟研修は必須ではなくなったが、

精神科専門外来又は精神科リエゾンチーム（精神科以外の診療科の入院患者に対して精神

科診療を提供する精神科を中心としたチーム）での研修が必須となった。また、すでに診

断のついた慢性期の患者だけでなく、急性期入院患者の診療を経験することが望ましい。  
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地域研修の方略（LS） 

それぞれの施設の週間スケジュールを参照 

 

八事病院 精神科臨床研修スケジュール 

第１週 月 火 水 木 金 

午前 8:30～ 

オリエンテー

ション 

担当:小林先生 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

クルグス 

午後 
外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

レクチャー 

担当:未定 

外来 :初診の

予診 

レクチャー 

担当:未定 

外来 :初診の

予診 

レクチャー 

担当:未定 

アルコール依存 

レクチャー 

奥田先生 

断酒会見学 

第２週 月 火 水 木 金 

午前 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

レクチャー 

担当 :明智先

生 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

午後 外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

 

第３週 月 火 水 木 金 

午前 
外来 :初診の

予診 

レクチャー 

担当 :明智先

生 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

午後 外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

第４週 月 火 水 木 金 

午前 外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

外来 :初診の

予診 

午後 
外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

外来 :初診の

予診 

病棟 

まとめ 15:00 

担当 :小林先

生 
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精治寮病院 精神科臨床研修スケジュール 

第１週 月 火 水 木 金 

午前 9：00～、オリエン

テーション、医局

に集合(院長) 

その後、病棟等案

内、受け持ち症例

の紹介 

担当ケースの診

察 

回診に同行し見

学 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

午後 担当ケースにつ

いての自己学習 

病棟診察に陪席

し見学 

担当ケースの診

察 

病棟診察に陪席

し見学 

病棟診察に陪席

し見学 

第２週 月 火 水 木 金 

午前 精神科デイケ

ア、オリエンテ

ーション 

訪問看護に同行

（患者自宅へ） 

デイケア参加見

学 

デイケア参加見

学 

デイケア参加見

学 

午後 デイケア参加見

学 

デイケア参加見

学 

レクチャー（精神

科の特殊性などに

ついて、院長） 

精神保健相談見

学（昭和保健所、

高田医師） 

デイケア参加見

学 

第３週 月 火 水 木 金 

午前 病棟診察に陪席

し見学 

デイケア参加見

学 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

回診に同行し見

学 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

午後 担当ケースの診

察 

訪問看護に同行

（患者自宅へ） 

レクチャー医療

コミュニケーショ

ンについて、院長） 

精神保健相談見

学（昭和保健所、

高田医師） 

担当ケースの診

察 

第４週 月 火 水 木 金 

午前 担当ケースの診

察、検討 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診をとる 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診 

外来診察に陪席

し見学 

適切な初診があ

れば予診 

午後 病棟診察に陪席

し見学 

担当ケースの診

察、検討 

レクチャー（不

眠について、医

局長） 

レクチャー（客

観的所見に見合わ

ない訴えをする患

者について、院長） 

レポートのまとめ

① 

レクチャー（精

神療法の基礎、

医療におけるコ

ミュニケーショ

ンについて、副

院長） 

レポートのまと

め② 

全体討論 
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<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1) 診療所では、日々の外来診療において、初診および再診患者に対して、問診や身体  

所見などを通して、診断や治療方針の決定をどのように進めていくかを学ぶ。 

(2) 診療所などから病院へ紹介すべき患者が発生した場合には、病院への紹介プロセスを

学ぶ。 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 訪問診療では、在宅療養中の患者とその家族の要望や意向を尊重しつつ、身体的・社

会的問題を把握し、問題解決を図るためのプロセスを学ぶ。 

(2) へき地診療の研修（診療所・病院）を通して、その地域における疾病構造や社会構造

を理解したうえで、どのような医療展開が適切なのかを、現地の医師の考え方も交え

て学ぶ。 

(3) 長距離搬送などの機会を得た場合には、医師として搬送中の患者対応や、送り先病院

への申し送りなどを適切に行う。 

 

<精神科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 20症候 

ショック、体重減少・るい痩、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、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、

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、  

 

 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

体重減少・るいそう 摂食障害の入院治療を経験し診断と初期治療ができる。 

呼吸困難 過呼吸症候群の初期治療ができる。 

興奮・せん妄 せん妄を診断し、初期治療ができる。 

 

 

<精神科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中５疾病・病態 

脳血管障害、認知症、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）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 
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統合失調症 統合失調症の急性期治療を経験し、初期の管理ができる。 

気分障害、認知症 気分障害、認知症の療を経験し、初期の管理ができる。 

依存症（アルコー

ル） 

アルコール離脱症候群などの急性期治療を経験し、初期の管理ができる。 

 

<精神科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

精神科で経験可能な手技に〇がつい

ています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保    〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスク

による徒手換気を含む。） 

   〇   

③胸骨圧迫    〇   

④圧迫止血法    〇   

⑤包帯法    〇   

⑥採血法（静脈血）    〇   

⑥採血法（動脈血）    〇   

⑦注射法（皮内）    〇   

⑦注射法（皮下）    〇   

⑦注射法（筋肉）    〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保）    〇   

⑧腰椎穿刺     〇  

⑨穿刺法（胸腔）      〇 

⑨穿刺法（腹腔）      〇 

⑩導尿法    〇   

⑪ドレーン・チューブ類の管理      〇 

⑫胃管の挿入と管理     〇  

⑬局所麻酔法    〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換    〇   

⑮簡単な切開・排膿    〇   

⑯皮膚縫合     〇  

⑰軽度の外傷・熱傷の処置     〇  

⑱気管挿管     〇  

⑲除細動等    〇   
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その他の手技       

中心静脈確保       

緊急薬剤（心血管作動薬）       

緊急薬剤（抗不整脈薬）       

緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤       

緊急輸血       

補液管理    〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS）     〇  

外傷初期診療（JATEC）       

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、評価尺度やチェックリストを用いる場合がある。 

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価:評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価:研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価:病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルスタ

ッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

2010.3.5  作成 

2019.3.13   一部改訂

2020.3.11 一部改訂 
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産婦人科 

（必修） 
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産婦人科オリエンテーション 

 

産婦人科の概要 

当院の産科は、愛知県に 7 施設ある総合周産期母子医療センターの一つであり、積極的

にハイリスクの母体搬送を受け入れ、母体胎児集中治療室（MFICU）にての診療を行ってい

る。やごと周産期ネットワークによる病診連携の強化と共に、院内の新生児科医や助産婦

などによるチーム医療体制を整え、ハイリスク妊娠、母体搬送を積極的に受け入れている。

また院内各科と連携し、合併症妊娠の管理にも取り組んでいる。また出生前診断 NIPTの実

施施設であり、母体救命のための J-CIMELS講習会の開催なども特徴である。 

婦人科では子宮筋腫や内膜症など一般の開腹手術や腹腔鏡手術に加え、子宮悪性腫瘍､卵

巣悪性腫瘍の治療にも積極的に取り組んでいる。手術や化学療法併用放射線療法の他、再発

例などで強度変調型放射線治療装置（トモセラピー）治療も実施している。Cancer board参

加や放射線科との定期カンファレンスを実施し、緩和医療も含めた個別対応を配慮した質の

高い医療の提供を目指している｡ 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

産婦人科研修の行動目標 

 病棟診療 

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 

(1) 患者の人間的尊厳を守り、プライバシーに配慮した対応をする 

(2) 患者や家族、医療者との価値観の相違に配慮した対応をする 

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 

(1)頻度の高い症候（下腹痛、不正出血）について、適切な臨床推論のプロセスを 

経て、鑑別診断を行う 

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 

(1) Problem-Oriented Systemに準じてカルテ記載を行う 

(2) 患者の訴えの背景にある不安や価値観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。 

(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 

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 

(1)多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する 

(2)看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する 
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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 

 (1)日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する 

 (2)安全レポートの提出を行う 

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 

(1)紹介状の回答を速やかに記載する 

(2)退院支援の業務を把握する 

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 

(1)自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、解決方法を理解する 

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)RCTなどの文献を精読し、自らの臨床に活かす 

(2)カンファレンス等で聴き手がポイントを把握しやすいプレゼンテーションを

行い、論理的なディスカッションに寄与する 

 

産婦人科研修の方略（LS） 

１． 週間研修スケジュール 

① 原則として２週間ずつに分け、産科と婦人科のローテーションを行う。産科、婦人科、

それぞれ研修医担当医師を１名固定し、担当医師の指導に従って研修を行う。 

② 毎月第１月曜日に産婦人科病理カンファレンス、隔月第２月曜日に産婦人科放射線科カ

ンファレンス、毎月第３月曜には産婦人科小児科カンファレンスが行われる。 

 

産科 

午前 午後

木曜日

金曜日

8:20～朝カンファレンス、
MFICU回診　外来研修

他科との合同カンファレンス
産科カンファレンス

月曜日

火曜日

水曜日

8:20～朝カンファレンス、
MFICU回診　手術助手

8:00～NICUカンファレンス
朝カンファレンス MFICU回診
外来研修

8:20～朝カンファレンス、
MFICU回診　手術助手

8:20～朝カンファレンス、
MFICU回診　外来研修

手術助手 NST勉強会

産科勉強会

手術助手 産科勉強会

外来研修
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<研修医が行う外来診療関連業務> 

  （１）外来診療に助手として参加し、産科診療の流れを把握する 

  （２）超音波検査による妊娠診断、妊婦管理のあり方を実習、修得する 

  （３）胎位の把握および胎児心音の異常の有無を指摘できるようにする 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

（４）分娩、流産処置、侵襲検査処置（羊水検査など）の研修は､機会がある毎に研修する 

（５）分娩は必ず１例以上の立会いをし、正常分娩経過を理解に努める 

（６）課題テーマを決めて産科勉強会で発表する 

（７）時間外のカンファレンスは初期研修医は出席不要である 産婦人科志望の研修医は 

  自己研鑚として参加可能である 

 

婦人科 

午前 午後

木曜日

金曜日

外来研修
病棟小手術
手術助手

外来実習
他科との合同カンファレンス

月曜日

火曜日

水曜日

外来研修
病棟小手術
手術助手

外来研修
手術助手

外来研修
手術助手

回診処置
手術助手

手術助手

手術助手

手術助手

婦人科カンファレンス
手術症例提示、抄読会

 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

（１）外来診療に助手として参加し、婦人科診療の流れを把握する 

（２）超音波検査などにより腹部腫瘤の鑑別（子宮筋腫、卵巣腫瘍など）ができるようにす

る 

（３）子宮癌検診（子宮頚癌）スクリーニング法を実習する 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 侵襲検査処置（腹水穿刺、子宮内膜掻爬術など）の研修は､機会がある毎に研修する。 

(2) 抄読会は、原則として英文文献を一題以上提示すること。課題テーマについてのレクチ

ャーに代えることも可能である。 

(3) 他科との合同カンファレンスは自由参加、金曜の症例カンファレンスは時間外申請（30

分）を認めます。  

(4) 術前患者の入院時ノートを作成して問題点を把握し、カンファレンス時に症例呈示を行

う。定例手術患者のパス指示を行う。 
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(5) カンファレンスを通して産婦人科疾患の画像診断の読影能力を高める。 

(6) 手術時は、手術助手を務め、実技の指導を受ける。骨盤内の解剖を学習する。 

(7) 手術患者の双合診（内診）を経験する。 

(8) 正常術後経過を習得することを目的として術後に手術患者を回診して術後経過を把握

し、経過に異常がないかを判断する。これらの所見を術後回診時に提示する。 

 

<産婦人科研修で経験可能な症候>  経験すべき症候29症候中13症候 

産婦人科で経験可能で頻度の高いもの 

流・早産及び満期産、腹痛、便通異常（下痢・便秘） 

産婦人科で経験可能であるが頻度の低いもの 

ショック、発熱、頭痛、意識障害・失神、けいれん発作、視力障害、嘔気・嘔吐、腰・

背部痛、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、終末期の症候  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候  学修内容  

満期産 満期産の見学 

ショック  出血性ショックの入院後管理と退院後のフォロー  

 

<産婦人科研修で経験可能な疾病・病態>  経験すべき26疾病・病態中2疾病・病態 

妊娠分娩（正常分娩、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥） 

女性生殖器及びその関連疾患（無月経を含む月経異常、不正性器出血、更年期障害、外陰・

腟・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍） 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態  学修内容  

流産、早産 初期治療方法 

産科出血 初期対応によるショックの回避 

月経異常 妊娠の見落としをしない 

骨盤内腫瘍 子宮・卵巣疾患の画像診断の特徴 

 

<産婦人科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

研修医１年次 研修医２年次 

単独

可 

単独不可 
単独

可 

単独不可 

事前確

認 

指導医立

会 

事前確

認 

指導医立

会 

注射法（末梢静脈） ○     ○     

抗がん剤          ○     ○   

採血法（静脈血） ○      ○      

採血法（動脈血） ○     ○     
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導尿法 ○     ○     

穿刺法（腹腔）          ○         ○ 

胃管の挿入と管理         ○  ○     

圧迫止血法              ○  ○     

ドレーン・チューブ類の管

理         ○      ○   

緊急輸血          ○    ○       

補液管理         ○  ○     

各科の特殊性             

産婦人科診察法 

（内診、妊婦腹部外診）     ○     ○ 

妊婦腹部超音波検査     ○     ○ 

         

評価（EV：Evaluation） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。 

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。  

            2010.3.5作成 

2013.2.27 一部改訂 

2014.3.28一部改訂 

2015.1.23 一部改訂 

2016.3.9 一部改訂 

2017.3.1 一部改訂 

2019.3.6 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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地域医療 

（必修） 
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地域医療研修プログラム 

 

地域医療研修は、原則として 1 施設で 4 週間を行う場合と 1 施設 2 週間を 2 施設（計 4 週

間）、1施設 1週間を 2施設と 1施設 2週間（計 4週間）行う場合がある。 

へき地医療は、新城市地域医療研修プログラム及び足助地域医療研修プログラム（別紙参

照）への参加とし、新城市民病院もしくは足助病院では原則 2 週間で行う。また、清水赤

十字病院（北海道）での研修も原則 4週間で行う。 

地域医療については、次頁の協力型臨床研修病院及び臨床研修施設より選択することとす

る。但し、特定の病院、施設に集中しないよう調整することがある。 

 

なお、協力型臨床研修病院ならびに臨床研修協力施設については、平成 28 年度（2016 年）

から、年に 1回程度、研修医の研修期間中に指導医により訪問視察を行う。 

（平成 27年度研修管理委員会により決定） 

この訪問においては、現地・現場での研修状況ならびに研修環境・指導状況を指導医によ

り確認する。 

 

また、研修医の医療事故防止対策を推進する点で、医療安全管理チェックリスト（別資料）

を基準として、安全体制の確保を協力型臨床研修病院ならびに臨床研修協力施設に求める。

当院からは職員ハンドブックを協力型臨床研修病院ならびに臨床研修協力施設に配布し、

当院の職員が事故に遭遇した場合の対応方法に理解をしていただくことにする。 

 

※地域医療研修先一覧 

種別 番号 病院名 
研修実施責任者 

役職 氏名 

協
力
型
臨
床
研
修
病
院 

1  清水赤十字病院 院長 藤城 貴教 

2  新城市民病院 
総合診療科部長

医師 
榛葉 誠 

3  医療法人資生会 八事病院 副院長 吉田 伸一 

4  医療法人交正会 精治療病院 院長 川合 一嘉 

臨
床
研
修
協
力
施
設 

5  下伊那赤十字病院 副院長 網野 章由 

6  東栄医療センター 院長 丹羽 治男 

7  新城市作手診療所 所長 前田 英登 

8  亀井内科・呼吸器科 院長 亀井 三博 

9  
医療法人 有心会 大幸砂田橋クリ

ニック 
院長 前田 憲志 
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10  白水クリニック 院長 白水 重尚 

11  特別養護老人ホームやまゆり荘 診療所長 梅村 将成 

12  新城市作手高齢者福祉センター虹の郷 係長 上田 ちゑ子 

13  浅田レディースクリニック 理事長 浅田 義正 

14  日進すずき整形外科 院長 鈴木 和広 

15  つむぎファミリークリニック 院長 森永 太輔 

16  アガペクリニック 院長 伊藤 志門 

17  豊田地域医療センター 副院長 大杉 泰弘 

18  高山市（市内医療施設） 参事・医師 川尻 宏昭 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

地域研修の行動目標 

 一般外来診療 病棟診療 

B-1 診断のついていない患者の診療において、医療面接や身体診察、検査の組み立て

を通して意思決定する  

B-2 地域医療における一般外来特有の診療の

進め方ができる  

患者の生活や環境に合わせた適切な退

院指導をする  

生活者である患者に目を向けて疾患を含む問題リストを作成する。 

患者とその家族の要望や意向を尊重しつつ問題解決を図ることの必要性を説明でき

る。 

B-3 患者の年齢・性別に応じて必要なスクリーニング検査、予防接種を患者に勧めること

ができる。 

へき地病院での患者の治療計画を作成できる。 

B-4 医療面接の中で患者の心理的側面について情報収集できる。 

B-5 在宅療養指導の実際を理解して、個別指導計画を作成できる。 

患者の問題解決に必要な医療・福祉資源を挙げ、各機関に相談・協力ができる。 

B-7 かかりつけ医の役割を述べることができる。 

患者の罹患疾病、受療行動、診療経過への地域特性の影響を述べることができる。 

健康維持に必要な患者教育（食生活、運動、喫煙防止または禁煙指導など）が行える。 

へき地医療の意義と限界を論述できる。 

B-8 自分の臨床的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選

択できる  

B-9 検査特性（感度・特異度・尤度比）を意識した診療を行う  
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研修内容に関して以下の点に留意する（厚生労働省） 

１）一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療

の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はない。 

２）病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。 

３）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

実際について学ぶ機会を十分に含めること。  

 

※在宅医療の研修とは、在宅医療が提供されている患者宅に赴き、訪問診療等を行うこと

を指している。在宅医療の研修は必須であるが、研修期間に制約は設けていない。  

なお、指導する医師が同行しない場合は、在宅医療の研修として認められない。  

 

地域研修の方略（LS） 

それぞれの施設の週間スケジュールを参照 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1) 診療所では、日々の外来診療において、初診および再診患者に対して、問診や身体  

所見などを通して、診断や治療方針の決定をどのように進めていくかを学ぶ。 

(2) 診療所などから病院へ紹介すべき患者が発生した場合には、病院への紹介プロセスを

学ぶ。 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 訪問診療では、在宅療養中の患者とその家族の要望や意向を尊重しつつ、身体的・社会

的問題を把握し、問題解決を図るためのプロセスを学ぶ。 

(2) へき地診療の研修（診療所・病院）を通して、その地域における疾病構造や社会構造を

理解したうえで、どのような医療展開が適切なのかを、現地の医師の考え方も交えて学

ぶ。 

(3) 長距離搬送などの機会を得た場合には、医師として搬送中の患者対応や、送り先病院へ

の申し送りなどを適切に行う。 

 

<地域研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候（施設により異なる） 

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  
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<地域研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態（施設により異なる） 

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）  

 

<地域研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

地域研修で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導

医 

立会 

①気道確保    〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスク

による徒手換気を含む。） 

   〇   

③胸骨圧迫    〇   

④圧迫止血法    〇   

⑤包帯法    〇   

⑥採血法（静脈血）    〇   

⑥採血法（動脈血）    〇   

⑦注射法（皮内）    〇   

⑦注射法（皮下）    〇   

⑦注射法（筋肉）    〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保）    〇   

⑧腰椎穿刺     〇  

⑨穿刺法（胸腔）      〇 

⑨穿刺法（腹腔）      〇 

⑩導尿法    〇   

⑪ドレーン・チューブ類の管理      〇 

⑫胃管の挿入と管理     〇  

⑬局所麻酔法    〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換    〇   

⑮簡単な切開・排膿    〇   

⑯皮膚縫合     〇  

⑰軽度の外傷・熱傷の処置     〇  

⑱気管挿管     〇  
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⑲除細動等    〇   

       

その他の手技       

中心静脈確保       

緊急薬剤（心血管作動薬）       

緊急薬剤（抗不整脈薬）       

緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤       

緊急輸血       

補液管理    〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS）     〇  

外傷初期診療（JATEC）       

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、各施設では評価尺度やチェックリストを用いる場

合がある。(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

2010.3.5  作成 

2016.3.9    一部改訂 

2019.3.13   一部改訂 

                             2020.3.11 一部改訂 

2021.2.17   一部改訂  
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清水赤十字病院地域医療研修プログラム 

 

１．所在地 

〒０８９－０１９５ 

北海道上川郡清水町南２条２丁目１番地 

電 話  ０１５６－６２－２５１３ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０１５６－６２－４４６０ 

ｍａｉｌ  ｒｃｓｓｏｕｍｕ＠ｓｈｉｍｉｚｕ．ｊｒｃ．ｏｒ．ｊｐ 

 

稚  内  市   

十勝清水町 

旭  川  市   

札  幌  市 

帯  広  市   

新千歳空港 

釧  路  市   

 

 

 

 

 

 

 

２．プログラム責任者 

 

清水赤十字病院  院長  藤城貴教 

 

３．目的 

 

赤十字精神のもとに､臨床医として必要な医療・介護・保健・福祉が一体にとなった地域包括

型の研修を通じ、患者及び家族から求められるニーズを身体・心理・社会的側面から理解し、

地域で暮らす生活者のために健康管理者としての医師養成を目的とする｡ 

 

４．特徴 

 

①各医師における専門性を活かしつつ、各診療科の垣根を越え「地域医療科」として全ての

患者を受持つ、グループ主治医制度を導入し診断・治療内容等の統一化を図っている｡ 
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②診療圏である清水町・新得町において唯一の公的医療機関であるため、地域の一次救急及

び二次救急の役割を担っている。また、かかりつけ医としてプライマリ・ケアの役割を果

たし、帯広市内他、急性期病院との密な連携体制を構築している。 

③障害者施設等入院基本料病棟を有しており、重度肢体不自由者等の長期療養を必要とする

患者を積極的に受入れ、慢性期疾患の治療やリハビリテーションを実施している｡ 

④地域包括ケア病床を有し、｢ときどき入院・ほぼ在宅｣の地域に特化した医療体制を提供し

ている。 

⑤健康相談、産業医活動、住民健診や職場健診など各種健診（検診）が行われ、予防医療を

疾患と関連付けて学ぶことができる｡ 

⑥特別養護老人ﾎｰﾑ、指定障害者支援施設の嘱託医として老人医療を包括的に学ぶ体制ができ

ており、併せて訪問診療により在宅医療を学ぶことができる。 

 

５．目標 

 

地域包括型医療の概念を理解し実践するために、プライマリ・ケア、在宅医療、老人医療、

保健、福祉、介護の分野を含めた全人的な臨床能力を身に付ける｡ 

 

１）地域包括医療の理念と方法論 

①地域包括医療の必要性の理解 

②対象地域の健康問題の把握 

③共に働く職種の役割の理解と協調性 

④地域住民に対する共感 

⑤保健医療福祉行政の現状の理解 

２）全人的アプローチ 

①身体・心理・社会的側面から患者・家族のニーズを把握 

②予防的観点から、患者･家族のニーズを把握 

③患者が豊かな人生を送れるように､医療のゴールを患者・家族と共に考える 

④適切な面接技法の修得 

⑤患者の状況に応じた柔軟な対応ができる 

３）日常診療マネージメント 

①日常診療において適切な診療 

②患者及び家族に対しインフォームドコンセントに基づき治療法等の説明 

③基本的な医療器械の使用法を理解し管理 

④診療情報提供書、診断書他、各書類の作成 

４）在宅医療 

訪問看護、訪問リハビリ、施設回診 

５）介護保険への対応 

介護保険の仕組みを知り主治医意見書作成 

６）保健事業 
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学校検診､事業所検診､生活習慣病検診など各種検診 

７）関係医療機関との連携 

患者紹介・緊急時の搬送他、医療機関からの患者紹介 

 

 

６．週間スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 

8:00～8:30 
入院診療 

(回診) 

入院診療 

(回診) 

入院診療 

(回診) 

入院診療 

(回診) 

入院診療 

(回診) 

9:00～12:00 外来診療 
訪問診療 

透析診療 
外来診療 

外来診療 

検査 
外来診療 

12:30～13:20 休        憩 

13:20～17:00 
入院診療 

検査 

入院診療 

合同カンファレンス 

入院診療 

施設回診 

入院診療 

訪問診療 

入院診療 

透析診療 

 

７．救急医療研修 

 

研修期間中において、通常診療日は救急搬送を含め初期対応を行う。 

また、日直及び当直については、１回から３回程度実施し地域における救急外来を学ぶ。 

 

８．職務規定 

 

当院の定めるところによる｡ 

 

９．その他 

 

研修初日にオリエンテーションを実施する。 

また、研修終了日前日には当院での地域医療研修、北海道での暮らし等についてプレゼンテ

ーションを行う。 

 

以上 
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高山市国保診療所 地域医療研修プログラム（R3 年度） 

 

１．所在地（問い合わせ先） 

代表：高山市役所市民保健部医療課 

〒506-8555 岐阜県高山市花岡町 2 丁目 18 番地 

電話：0577-35-3177 ファクス：0577-35-3173 

  e-mail：iryou@city.takayama.lg.jp 

研修先 

① 高山市国保久々野診療所 

〒509-3214 高山市久々野町無数河 642 番地 1 

電話：0577-52-2074 ファックス：0577-52-3610 

② 高山市国保朝日診療所 

〒509-3325 高山市朝日町万石 333 番地 1 

電話：0577-55-3008 ファックス：0577-55-3016 

③ 高山市国保高根診療所 

〒509-3411 高山市高根町上ケ洞 525 番地 

電話：0577-59-2014 ファックス：0577-59-2538 

参考：高山市国保診療所概要 

 
 

２．管理者およびプログラム責任者 高山市役所市民保健部 参事 川尻宏昭 

 

 

mailto:iryou@city.takayama.lg.jp
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３．特徴 

高山市は、日本一広い市域を有し、そのほとんどが中山間地からなり、都市部からの交

通アクセスにも課題がある。このような地理的特徴を有する市においては、地域完結型

の医療提供体制が求められており、2 から 3 次医療を担う市内の中核病院と１次医療機

関が医療連携を密にすることで、地域の医療を守っている。 

高山市国保診療所は、市内、特に、市中心部から離れた人口減少・少子高齢化の進む中

山間地に存在し、その地区の唯一の医療機関として、24 時間 365 日の対応を基本とし

て、プライマリケア（外来診療、訪問診療等）を実践しつつ、保健・医療・介護・福祉

の一体化を基本として、地域の事情に合わせた地域包括ケアを実践していく中心的な

役割を担っている。 

本プログラムでは、このような特徴を持つ 1 次医療機関において、地域から求められ

る診療所の医療の実際とその役割について、また、中核病院と診療所医療の違いや医療

連携の実際について、学ぶことができる。 

参考：地域医療を支える国保診療所について 

 

 

４．目的（目標） 

患者さんや地域住民の視点・価値観を尊重し、地域コミュニティーとの医療の関係性を

大切にした医師となることを目標とし、人口減少、少子高齢化の進む中山間へき地の地

域診療所における診療の実践及び医療や保健・介護・福祉の関連機関との連携を通して、

地域の医療ニーズを踏まえた診療所の役割やその重要さについて理解し、プライマリ

ケアや地域包括ケアの実践に必要な知識や技術を修得するとともに、社会が求める医

師としての基本的な価値観を醸成する。 
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５．研修方略 

研修期間は、4 週間を基本とし、そのうち 2 週間以上の期間は、地域診療所やその関連

施設における研修を行うこととする。（下記①、②） 

また、上限 2 週間を目途として、診療所の連携医療機関である高山赤十字病院（3 次医

療機関）における医療連携研修を行うことを可能とする。（下記③） 

① 診療所における診療研修 

救急疾患を含む初診患者さんや慢性疾患継続フォロー患者さんの外来、在宅訪問診療

及び予防接種の実施や学校医業務を指導医とともに実践する。外来研修は、週 5 日間

（午前半日：0.5 日×5 日間）行う。また、在宅訪問診療は、週に数名の訪問を行う。 

希望があれば、救急患者さんの搬送における救急車同乗や訪問看護への同行、休日、夜

間等の緊急往診や在宅における終末期看取り、検死業務、学校保健業務（校医・園医）

なども経験することができる。 

② 地域包括ケア研修 

上記 5－①の診療所における医師としての診療を行うとともに、医療・介護・福祉・地

域にかかわる多職種との定期的な連絡調整会議である「地域ケア会議」への参加及び在

宅訪問患者についての医師・看護師・ケアマネジャー等による医療・介護の連絡協議を

行う「担当者会議」への参加をする。介護関連施設（デイサービスセンター）や医療行

政に関与する高山市役所関連部署における研修（数日程度）を行うことも可能とする。 

③ 市内中核病院における研修 

市内中核病院であり 3 次医療機関である高山赤十字病院における研修（上限 2 週間）

を行い、医療連携の実際とその課題及び地域完結型の医療における診療所や中核病院

の役割の違いを学ぶ。 

参考：研修中の診療所における週間スケジュール（例） 
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６．研修評価 

評価時期：研修期間中及び研修終了時に行う。 

評価者：指導医、上級医、研修医（同時期研修中）、医療系学生（同時期研修中）、診療

所スタッフ（看護師、事務職）、関連施設スタッフ 

評価方法：管理型研修病院の評価方法によって定められた研修医評価票及び EPOC 等

の使用を基本とし、必要に応じて、本プログラム独自の評価票等を利用する。 

 

７．救急医療研修 

① 夜間・休日の待機業務に従事し、診療所における救急患者さんの対応を外来診療及

び訪問診療として行う（研修者の希望にて、相談・対応） 

② 高山赤十字病院における上限 2 週間の研修を行う中で、救急外来研修を行う。研修

者の希望・相談により、外来日直や当直（いずれも指導医の指導の下、副直研修で、

週 1 回程度）を行う。 

 

８．研修の受け入れや職務等について 

① 研修受け入れについて 

・研修期間中の滞在費や交通費については、規定の枠内で高山市より支給します。

研修期間中の滞在等についての詳細は、高山市役所市民保健部医療課（0577－35－

3177）へ問い合わせください。（令和 2 年度実績 宿泊料 1 泊 10600 円、交通費 1

日 2600 円を研修日数分、支給） 

・研修先である国保診療所は、公共交通機関が限られているので、移動には、マイ

カーが便利です。マイカー利用でも交通費の支給を規定額でさせていただきます。 

・研修受け入れの定員は、1 日あたり 2 名までとさせていただきます。 

② 研修における職務と管理について 

・研修管理責任者は、高山市役所市民保健部参事（プログラム責任者資格有）です。

研修中あるいは研修についての相談は、研修管理責任者が行います。 

・研修の調整などは、高山市役所市民保健部医療課が行います。 

・研修中の職務については、高山市役所と管理型研修病院において、事前に協議し

てある規定に基づいて行います。また、研修中の事故等についても事前の規定に基

づいて対応します。 

 

 

 

 



高山市国保診療所

地域医療研修

高山市医療課
2020.5.1版
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ようこそ！飛騨高山へ

• 美味しいものも

• 自然・温泉・観光名所

• きれいな景色

• あたたかい人柄

• 暮らしやすい
いいトコがいっぱいすぎて紹介しきれ

ません。ガイドブックやSNSでチェック
してくださいね。診療所のスタッフも地
元ならではのオススメを紹介しますよ。

乗鞍スカイライン

国府

奥飛騨温泉郷

丹生川

高根

朝日

久々野
一之宮

清見

荘川

荘川桜

奥飛騨温泉郷 新穂高ロープウェイ

五色ケ原

千町牧場アルコピア・
スノーリゾート

せせらぎ街道

高山

日本を訪れる外国人観光客向けミシュラングリーンガイドで

わざわざ旅行すべき価値がある★★★三ツ星
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いいトコいっぱいの高山市
地域医療の観点から見ると

・日本一広い市域
・地理的特徴
・少子化
・超高齢社会
・人口減少
・人口分布

医療体制など課題も
＊医師をはじめとする医療人材の不足
・医師の偏在(診療科、地域、年齢)
・開業医の減少、高齢化(平均年齢63歳)

＊持続可能な医療供給体制の整備

求められる医療体制・サービスと
医療供給体制の再構築(量・質の変化)
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日本一広い岐阜県高山市
お隣の自治体は富山県・石川県・福井県・長野県

東西 約81㎞

南北約55km

平成17年に1市9町村で合併

・人口87,354人、世帯数35,753(2020.3.1現在)
・面積は大阪府・香川県より広く、東京都とほぼ同じ
・92.1％が森林
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高山市・地域別人口は？
人口 平均年齢 高齢化率

岐 阜 市 408,970 46.74 28.4

高 山 市 87,839 48.48 32.3

高 山 61,800 47.69 30.9

丹 生 川 4,261 48.46 32.4

清 見 2,353 50.50 34.8

荘 川 1,090 54.05 41.3

一 之 宮 2,489 48.90 33.1

久 々 野 3,416 51.17 37.9

朝 日 1,613 54.08 40.5

高 根 320 62.39 56.9

国 府 7,565 48.74 33.0

上 宝 2,932 52.71 39.1

高山市内の医療機関は？
・病院４(一般３・精神１、うち救急指定２)
・一般診療所80(無床76・有床４)
・歯科診療所37

高山市内の医療従事者数は？
・医師数189 ・歯科医師44
・薬剤師163 ・保健師57
・助産師39 ・看護師1,098

人・医療機関・医療機能
すべてが高山地域に集中

平成31年3月31日現在
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地域医療を支える医師
医療施設従事医師数(人口10万人当たり)
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地域医療を支える医師
医師偏在指数/都市集中

区分 医師偏在指数 順位

全国 239.8 －

岐阜県 206.6 36/47

岐阜 261.7 54/335

西濃 161.1 226/335
医師少数区域
目標医師数608人(2018年)→664人以上(2023年)

中濃 169.6 195/335

東濃 183.8 150/335

飛騨 154.9 243/335
医師少数区域
目標医師数263人(2018年)→287人以上(2023年)

二次医療圏全国335の下位33.3％に属すると医師少数区域に認定

163



地域医療を支える国保診療所
平成17年の合併時に各町村から高山市の直営へ

荘川診療所

清見診療所(大原・江黒)

久々野診療所(東部・南部) 朝日診療所(秋神)

高根診療所(日和田)

栃尾診療所

６診療所(＋６出張診療所)
各診療所医師１名体制で

清見診療所 （医科のみ）
荘川診療所 （医科・歯科）
久々野診療所 （医科・歯科）
朝日診療所 （医科・歯科）
高根診療所 （医科・歯科）
栃尾診療所 （医科のみ）
栃尾歯科診療所（歯科のみ）
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地域医療を支える国保診療所
高山で一緒に地域医療に携わろう

南高山地域医療センター
高山市の南に位置する久々野・朝日・高根診療所をグループ化

１．地域唯一の医療機関
２．24時間365日対応
３．地域包括ケアシステムの構築
４．広域化・共同化
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南高山地域医療センター
3.地域包括ケアシステムの構築

①一次医療機関
②病診連携
③介護・医療連携
④在宅医療供給体制

地域の維持
生活の維持

166



南高山地域医療センター
４.広域化・共同化

取組み 内容

合同カンファレンス ・週1回、情報共有

当番制 ・夜間・休日の当番制
24時間365日の対応を可能に。学会などへの出席・休暇も安心

共有 ・電子カルテ共有
エリア内はどこでも利用可能

協働 ・看護師も３診療所を交代勤務
外部研修参加が可能(特定看護師など)

研修機関 ・医学生・研修医などを積極的に受入れ
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地域医療を支える国保診療所
診療所の主な仕事

【診療所の概要】
・無床診療所
・午前：外来
午後：往診、予防接種、出張診療所での診察など

【医師の主な仕事】
・外来 ・検査(エコー・レントゲン・胃カメラなど)
・訪問診療 ・往診 ・看取り ・地域ケア会議 ・担当者会議
・予防接種 ・健診 ・園医 ・学校医
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地域医療を支える国保診療所
診療所だからこその仕事

・往診
・在宅看取り
・退院前カンファレンス
・地域ケア会議

医療・介護・福祉・地域に関わる多職種との定期的な連絡調整会議

・担当者会議
医師・看護師・ケアマネジャーによる医療・介護の連携協議

24時間365日対応
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地域医療を支える国保診療所
診療所の１週間

久々野診療所の一例
月 火 水 木 金

8:30～12:00 外来 外来 外来 外来 外来

13:00～17:00
訪問診療

主治医意見書
出張診療所外来

訪問診療
予防接種

訪問診療
学校健診

往診
カルテ整理

夕方 南高山カンファ 医師カンファ

※土日祝・夜間は基本的に休み。土日祝は南高山で当番制
※往診・看取りは休日・夜間も対応
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地域医療研修
受入れにあたって

【宿泊・交通】
・宿泊料１泊10,600円、交通費1日2,600円を研修日数分、支給します。
・高山市内にホテル・旅館・民宿など宿泊先はたくさんあります。
中心市街地、診療所に近いところ、温泉付き、美味しい食事付きなど、お好きな滞在先を
ご自身で手配してください。

・国保診療所へは公共交通機関が限られていますので、マイカーが便利です。
マイカーでも交通費は支給します。

【定員・申込み】
・研修の定員は１日あたり２名です。
・研修期間などは、お気軽にご相談・お問い合わせください。
・研修のお申込みは、高山市医療課(電話0577-35-3177)へ電話で仮予約のうえ、
基幹型臨床研修病院から高山市へ正式に研修依頼をお願いします。

171



高山市国保診療所

明るい地域医療

一緒に支えよう
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（EPOC2による評価）

175



176



177



178



179



（EPOC2による評価）
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（EPOC2による評価）
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呼吸器外科 

（選択） 
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呼吸器外科オリエンテーション 

 

呼吸器外科は外科学会系診療科（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、移植

外科、内分泌外科）の一つで、心臓、食道を除く胸部の外科疾患を扱っている。肺疾患（肺

癌、自然気胸、炎症性疾患など）、縦隔疾患（縦隔腫瘍、重症筋無力症、炎症など）、胸郭

疾患（漏斗胸、胸部外傷など）に対する外科治療が中心となる。 

 １年目研修（呼吸器研修４週間のうち１週間ローテート）では外科処置一般の研修を中心

として行う。 

 ２年目研修では基本ではなく、呼吸器外科特有の処置、管理などを学ぶことになる。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

呼吸器外科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 患者の治療内容につき、患者および家族に対するプライバシー保護に配慮しつつ 

治療計画を立てる。 

B-2 肺腫瘍や気胸に対し取り扱い規約のもとに診断を進める。指導医の助言を参考にガイ

ドラインに沿った治療計画をたてる。 

B-3 患者の病態や並存疾患の状態を問診、診察、検査から把握する。手術に影響のある病

態を把握し、最適な治療計画をたてる。 

B-4 患者、家族へのインフォームドコンセントを指導医とともに行う。 

B-5 看護師や薬剤師の参加する多職種カンファレンスで多角的な問題検討に参加する。呼

吸器関連診療科とのカンファレンスで専門的問題検討に参加する。  

B-6 医療安全の観点から、インシデントレポートを積極的に提出する。 

B-7 DPCを考慮した検査計画、治療計画を立てて遂行する。 

B-8 症例ごとに問題点を整理し、疑問点に対する考えを論文等から導き出す。 

B-9 カンファレンス等で症例の検討課題を元に積極的に発表する。 
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呼吸器外科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

7:30~8:00 回診 回診 回診 回診 回診 

8:00~8:30 Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Morning 

Conference 

Chest 

Conference 

8:30～13:00 手術 外来 手術 外来 外来 

13:00~16:00 手術 (手術) 手術  (手術) 

 

14:00~15:00  回診  病理カンフ

ァレンス 

回診 

15:00~16:00    

 

肺外科カン

ファレンス 

 

16:30~17:00 回診 申し送り 回診 

申し送り 

回診 申し送り 

 申し送り 申し送り 

 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

1. 呼吸器外科医は主治医制ではなくチームとして診療にあたっている。このため指導医が

担当する患者は呼吸器外科入院患者の全てである。 

2. 入院患者、救急外来患者に対する管理、処置、手術にスタッフの指導の下、積極的に参

加する。   

3. 毎朝 7:30から回診を行う。回診までに入院患者の状態、データを把握し報告する。 

回診時の処置をスタッフの管理下に積極的に行う。 

4. 月・水曜日は定期手術日である。患者入室時間には手術室に入り、麻酔導入から麻酔

科に協力する。術後管理をスタッフと共に行い学ぶ。またスタッフの指導の元、積極

的に処置を行う。 

5. 火・木・金曜日には準緊急手術日（自然気胸等）である。患者入室時間はオン・コール

となる。麻酔導入から参加する。周術期管理も積極的に参加する。 

 

<呼吸器外科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 21症候 

ショック、発疹、発熱、頭痛、めまい、意識障害・失神、けいれん発作、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、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、興奮・せん妄、抑うつ、終末期の症

候  
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以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

胸痛 胸痛の原因検索としての外傷、気胸などを診断し、治療方針を構築実

行。 

呼吸困難 気道狭窄、肺瘻、COPD など呼吸困難の原因検索、鑑別診断、治療方針

構築実行。 

外傷 胸部外傷に対する初期治療、QOL を考慮した根治治療計画の構築実行。 

 

 

<呼吸器外科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態中 13 疾病・病態 

心不全、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）、

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）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

肺癌 診断、Staging,治療方針決定、手術療法の実行 

肺炎 特に術後肺炎や続発する膿胸の診断、抗菌薬選択、手術療法思考の適

応判断 

骨折 胸部外傷に伴う肋骨、胸骨骨折に対する治療法選択、手術適応判断 

 

 

<呼吸器外科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

呼吸器外科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保 〇   〇   

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによ

る徒手換気を含む。） 

〇   〇   

③胸骨圧迫 〇   〇   

④圧迫止血法 〇   〇   

⑤包帯法 〇   〇   

⑥採血法（静脈血） 〇   〇   

⑥採血法（動脈血） 〇   〇   

⑦注射法（皮内） 〇   〇   



188 

 

⑦注射法（皮下） 〇   〇   

⑦注射法（筋肉） 〇   〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保） 〇   〇   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）       

⑩導尿法  〇   〇  

⑪ドレーン・チューブ類の管理   〇   〇 

⑫胃管の挿入と管理  〇   〇  

⑬局所麻酔法  〇   〇  

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿  〇   〇  

⑯皮膚縫合   〇  〇  

⑰軽度の外傷・熱傷の処置   〇  〇  

⑱気管挿管   〇  〇  

⑲除細動等   〇  〇  

       

その他の手技       

緊急薬剤（心血管作動薬）     〇  

緊急薬剤（抗不整脈薬）     〇  

緊急薬剤（抗痙攣薬）     〇  

緊急輸血      〇 

補液管理 〇   〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇   〇   

外傷初期診療（JATEC）  〇  〇   

 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、DOPSなどを用いる。 
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(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 

 



190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心臓血管外科 

（選択） 
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心臓血管外科オリエンテーション 

 名古屋第二赤十字病院心臓血管外科は、東海地区最大級の症例数を持つ施設のひとつで､小児先天

性心疾患から成人弁膜症･虚血性心疾患･不整脈･大血管及び末梢血管疾患に到るまで､幅広い心血管

疾患の外科治療を精力的に行っています｡循環器内科医、循環器小児科医、麻酔科 ICU 医との密接

な協力体制の下､最先端の画像機械･循環補助装置を最大限活用して緊急症例にも迅速に対応してい

ます｡  

心臓血管外科の研修を通して、幅広い心血管疾患への理解を深め、その外科治療にかかわる診断・

手技・全身管理を学んで下さい。 

 

到達目標（全科共通）  

基本プログラムを参照 

 

心臓血管外科研修の行動目標  

 

 

 病棟診療  

B-1  診療行為の選択の妥当性を医療倫理に基づいて説明できる。  

B-2 患者の訴え、他覚症状、モニター、検査所見から患者の状態を把握できる。 

B-3  緊急対応必要な病態に対して速やかに処置、投薬を行うことができる。 

B-4  入院患者の担当医として上級医とともに診察を行う。術前の説明、同意書の作

成取得、術後の説明にも同席しインフォームドコンセントの実際を理解する。 

B-5  多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する。 

看護師、検査技師などのコメディカルと協調しチーム医療を展開する。 

B-7  医療経済を理解し必要な治療、不必要な治療を適切に指摘できる。 

B-8  臨床上明確になっていないポイントを解明するような研究デザインを考える。 

B-9 治療法の歴史的変遷を理解し、今後の変化に対応し続ける必要性を理解する。 

 

心臓血管外科の方略 (LS) 

<研修医の週間スケジュール>  

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8：30- 

手術、入院症

例 

Conference 

8：30- 

抄読会 

8：30- 

ICU 症例 

Conference 

8：45- 

循環器内科合

8：30- 

ICU 症例 

Conference 

8：30- 

ICU 症例 

Conference 
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同

Conference 

病棟回診 

手術助手 

術後管理 

病棟回診 

手術助手 

術後管理 

病棟回診 

手術助手 

術後管理 

病棟回診 

手術助手 

術後管理 

病棟回診 

手術助手 

術後管理 

<研修医が行う入院診療関連業務>  

1) 臨床医（外科医）として患者の立場に立った医療の実践という基本姿勢を学ぶ。 

2) 研修開始にあたり、院内諸規定、諸設備の概要、電子カルテ操作、各種法規などを理解

する。 

3) 入院患者の担当医として上級医とともに診察を行う。術前の説明、同意書の作成取得、

術後の説明にも同席しインフォームドコンセントの実際を理解する。 

4) 可能な限り、麻酔導入から手術に参加し、術後管理にも参加する。 

5) 午前９時からに行われる病棟回診に参加し、処置を中心に管理を学ぶ。 

6) 緊急手術の際には、呼び出しに応じて、術前管理・手術・術後管理に参加し学習する。 

7）希望があれば豚の心臓を用い、実際の心臓手術手技を行う。 

8) 毎週月曜日午前８時 30 分より行われるカンファレンスに出席し、診療科医師および臨

床工学技士とともに、当該週の予定手術患者および病棟患者について検討する。 

9) 毎日午前８時 30 分より行われる ICU カンファレンスに出席し、診療科医師および麻酔

科･ICU 医師により ICU 管理中の患者について検討する。 

10) 月・水曜日を除く毎日午前８時４５分より行われる科内カンファレンスに出席し、診療

科医師全員参加にて前日オンコール医師からの報告を受け、問題点の検討に参加する。 

11) 毎週水曜日午前８時４５分より行われる診療科医師・循環器内科医師による合同カンフ

ァレンスに出席する。 

12) 毎週月曜日午後１時４０分より行われる病棟カンファレンスに出席し、病棟看護師およ

び診療科医師とともに病棟患者について検討する。 

13) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する 

 

<心臓血管外科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

心臓血管外科で経験可能な手技に〇が

ついています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

1. 気道確保   ○   ○ 

2. 気管挿管   ○   ○ 

3. 人工呼吸   ○   ○ 

4. 心マッサージ   ○  ○  
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5. 除細動  ○   ○  

6. 注射法（皮内）  ○  ○   

  注射法（皮下）  ○  ○   

  注射法（筋肉）  ○  ○   

  注射法（末梢静脈）  ○  ○   

  注射法（中心静脈注射）   ○   ○ 

7. 緊急薬剤（心血管作動薬）   ○   ○ 

  緊急薬剤（抗不整脈薬）   ○   ○ 

  緊急薬剤（抗痙攣薬）       

  抗がん剤       

8. 採血法（静脈血） ○   ○   

  採血法（動脈血） ○   ○   

9. 導尿法 ○   ○   

10. 穿刺法（腰椎）       

   穿刺法（胸腔）      ○ 

   穿刺法（腹腔）       

11. 胃管の挿入と管理       

12. 圧迫止血法 ○   ○   

13. 局所麻酔法 ○   ○   

14. 簡単な切開・排膿 ○   ○   

15. 皮膚縫合法 ○   ○   

16. 創部消毒とガーゼ交換 ○   ○   

17. 軽度の外傷･熱傷の処置 ○   ○   

18. 包帯法 ○   ○   

19. ドレーン・チューブ類の管理 ○   ○   

20. 緊急輸血  ○     

21. 補液管理   ○    

       

各科の特殊性       

開胸      ○ 

閉胸      ○ 

結紮法 ○   ○   

血管造影   ○   ○ 

血管剥離   ○   ○ 
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<心臓血管外科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29 症候中 7 症候 

ショック、意識障害・失神、胸痛、心停止、呼吸困難、腰・背部痛、終末期の症候  

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候  学修内容 

ショック  心源性ショックの管理と原因検索、診断から手術適応の有無について

理解する。 

胸痛 胸痛患者の診断、治療について鑑別のポイントを学ぶ。特に救命のた

めに緊急手術を要する病態について理解する。 

意識障害・失神 心源性の意識障害、失神や大動脈疾患に伴う意識障害、失神の診断、

治療について理解、実践する。 

腰・背部痛 危険な腰、背部痛の診断、治療について理解する。 

 

<心臓血管外科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26 疾病・病態中 3 疾病・病

態  

急性冠症候群、心不全、大動脈瘤  

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候  学修内容  

急性冠症候群  急性冠症候群の管理と診断から手術適応の有無について循環器内科

と共同で診断、治療を進めてゆく流れを理解する。 

心不全 心不全の管理と診断から手術適応の有無について循環器内科と共同

で診断、治療を進めてゆく流れを理解する。 

大動脈瘤 大動脈瘤の標準治療と緊急手術の適応、手術の実際を経験、理解する。 

 

評価 (EV) 

研修医評価票 I を用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4 項目を評価する。  

研修医評価票 II を用いて、到達目標 B.資質・能力の 9 項目を評価する。  

研修医評価票 III を用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4 項目を評価する。  

いずれも EPOC2 を使用して WEB 上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEX や DOPS などの評価法を用いる。  

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。  

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。  

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。  

形成的評価  
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・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。  

年に 2 回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

2010.3.5 作成       

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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移植内科・移植外科・内分泌外科 

（選択） 
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移植内科・移植外科・内分泌外科オリエンテーション 

           

移植内科・移植外科・内分泌外科の概要 

名古屋第二赤十字病院の移植内科・移植外科・内分泌外科は、腎臓病総合医療センター

として院内の他の診療科との連携を持ち、慢性腎不全患者の根治療法である腎移植治療の

適応の有無と問題点を移植内科よって明らかにして、外科的治療と周術期管理を移植外科

医が行う。加えて、腹膜透析患者へのカテーテル挿入や抜去、低体重小児の血液透析のた

めの長期留置型カテーテル植え込みや腎臓移植患者の長期的管理を移植内科・移植外科共

同で行っている。また、全国で 18施設ある膵臓移植指定病院でもあり、膵臓移植希望患者

の日本臓器移植ネットワークへの登録と外来診療、脳死下臓器提供による膵腎同時移植術

とその後の管理を行っている。 

加えて、透析合併症の二次性上皮小体機能亢進症に対する外科的治療をはじめとし、一

般の甲状腺癌、原発性上皮小体機能亢進症などに対する頚部内分泌外科領域、血液透析な

どの血液浄化領域などを主に扱っている。 

  

移植内科・移植外科：移植の適応評価や移植後内科的管理と腎臓移植手術（ABO血液型不適

合移植、夫婦間移植を含む）、鏡視下ドナー腎摘出術、膵腎同時移植術、小児血液透析患者

の長期留置型透析用カテーテル留置術等の内科的及び外科的治療の両方を担当している。

腎移植領域ではドナーへの標準的術式となった鏡視下手術を 2003年から開始。合併症の少

ない安全な鏡視下ドナー腎摘出術を行っていると共に、当院移植外科医は全員安全な鏡視

下ドナー腎摘出術が可能な技術を有している。また、2010 年からは年間 100 例以上の腎移

植を行い日本で最も多くの腎移植を行っている施設の一つで、全国の施設から長期及び短

期留学・見学を積極的に受け入れ移植医の育成・教育にも力を入れている。 

加えて、他施設で腎移植が免疫学的・外科的に困難と判断される症例（低体重小児腎移

植・高齢者腎移植・種々の内科的・外科的合併症を有した症例等）の腎移植も積極的に行

い良好な成績を収めているのも当施設の特徴である。 

また、わが国で 2011年から開始されたレシピエント移植コーディネーター認定制度の初

回認定で 2 名のレシピエント移植コーディネーターが認定を受けている。医師・レシピエ

ント移植コーディネーター・外来/病棟看護師・検査部・薬剤部・医療社会事業課・管理栄

養士・臨床心理士と協力し腎移植の総合的チーム医療体制を充実させている。 

 

内分泌外科：当院では、甲状腺と副甲状腺の手術を主に担当している。2019 年 11 月 15 日

において内分泌外科専門医は全国で 346 人しかおらず、稀少である。当院では 5 人が専門

医一覧表に名を連ね、全国屈指の病院の一つになっている。日本内分泌外科学会専門精度

認定施設である当院で修練することで、熱意があれば外科専門医修得後２年で内分泌外科

専門医となることも可能となっている。他科に進むので全く興味がなくても、当科の初期

研修で経験した知識は、将来の肥やしになると思われる。手術は、2019年では甲状腺が 100



198 

 

件（うち内視鏡補助下手術 8件）で、副甲状腺が 32件となっている。甲状腺手術は年々増

加しているが、副甲状腺手術は新しい薬剤の影響で減少している。しかしながら、二次性

副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術(PTx)は、現在においても当院が日本一の症例

数を誇り、PTｘ研究会事務局も当院に設置している。当科の研修で甲状腺、副甲状腺の手

術適応や周術期管理なども学んでいただきたい。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

移植内科・移植外科・内分泌外科研修の行動目標 

 病棟診療 

B-1 腎不全・膵臓機能不全・腎不全に伴う副甲状腺機能亢進症・甲状腺腫瘍と診断され、

喪失感や不安を抱えている患者に対して、移植医療等によって健康を回復することが

可能であることを説明しつつ、臓器提供するドナーの安全の絶対的確保と倫理的問題

がないことを最優先して治療に当たる。 

B-2 当院スタッフで出版した「腎移植 あなたの疑問にすべて答えます 2018」に記載さ

れている腎移植に関する知識を習得すると共に、担当した患者の原疾患・治療経過に

ついて文献的考察（UptoDate 等）を利用してその妥当性と歴史について学ぶ。 

B-3 患者さんに対して、真摯・親身な態度で接する。また、患者さんの育った環境を尊重

し、自分自身の価値観を押しつけることなく、画像診断に頼らない系統的な身体診察

や病歴聴取を行う。 

B-4 臓器不全を経験した本人と家族の心情を踏まえて、現在可能な治療の説明を丁寧に行

う事によって、患者と家族との信頼関係を築く。 

B-5 多職種カンファレンスに参加すると共に、病棟における医師と看護師のカンファレン

スにも参加し患者をめぐる諸問題を多角的に理解しその解決法を学ぶ。 

B-6 患者にとって現在最も良いと考えられる良質で安全な医療を提供すると共に医療従

事者の安全性にも配慮する。 

B-7 腎不全医療における自立支援医療や更生医療等の仕組みを理解し、他の腎不全療法

（血液透析・腹膜透析）との共通点や医療経済的な違いを理解する。加えて、必要な

検査の理解を行い不必要な検査の選択を行う。 

B-8 担当した患者に行われている治療法が標準的治療となった臨床研究の文献を検討し、

研究デザイン（比較する対象群の選択）を理解することによって臨床医学における研

究デザインを選択出来るようになる。 

B-9 移植に係わる最新の感染症のガイドラインを活用して適切な抗菌剤の選択を行う。経

験した臨床疑問に関して、関連する臨床研究（RCT）の文献的考察を行い自らの臨床

疑問に答える臨床研究を発案する。 
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移植内科・移植外科・内分泌外科科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

7:30～8:30 腎センター

カンファレ

ンス（多職

種） 

    

7:45～8:30 

 

 病棟症例カ

ンファレン

ス 

 外来症例カ

ンファレン

ス 

病棟症例カ

ンファレン

ス 

9:00-16:00 内分泌外科

手術 

腎移植手術

（ 第 1/3/5

週） 

移植内科外

来見学 

8:30- 

腎移植手術 

8:30-内分泌

外科手術 

8:30- 

腎移植手術 

17:00-18:00  内分泌外科

カンファレ

ンス 

   

9:00-12:00 移植内科・移植外科外来 

9:00-10:00 病棟回診 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 移植内科・移植外科・内分泌外科の入院患者の副主治医として、上級医とともに診療

を行う。 

(2) 朝行われるカンファレンスでは研修医の受持ち症例の検討を行う。 

(3) カンファレンスではその日の朝の患者の状況を presentationする。 

(4) カンファレンスで出てきた問題点・疑問点を午前中に上級医とともに解決する。 

(5) 診療に当たっては Problem Listをしっかり立てる。 

(6) 診断がついていない場合には、鑑別診断のリストを作成する。 

(7) 検査の組立てに当たっては、検査特性（感度・特異度）を考慮に入れる。 

(8) 身体診察については、鑑別診断、問診、検査結果を考慮して診察をする。 

(9) 腎移植（ドナー・レシピエント共）、 内分泌外科（甲状腺、副甲状腺)手術に参加する。 

(10) 腎移植患者の管理(免疫抑制療法及び手術など)に参加する。 

(11) 慢性腎不全患者の外科的合併症の治療（腎性副甲状腺機能亢進症など）に参加する。 

(12) 観血的検査（動脈造影、静脈造影､シャント造影, 血液透析用ダブルルーメンカテー
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テル挿入など）に、助手又は術者として参加し、基本的手技を習得する。 

(13)CAPD（持続的腹膜潅流）の原理、合併症について解釈し、 カテーテル挿入、抜去の手

術に際し、助手として介助できる。       

(14) 慢性腎不全患者の透析管理（血液透析、腹膜透析など）に参加する。 

(15) 献腎移植臓器摘出術・脳死下膵腎摘出術に参加する。 

(16) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。 

(17) 基本的な観血的・非観血的検査法の目的・方法診断学的意義について学習し、適切な

診断および治療方針を立てる能力を身につける。 

(18)術後感染症に対して適切な抗菌薬を選択し、培養結果に応じて de-escalationできる。 

(19)二次性副甲状腺機能亢進症の術後管理としての適切な Ca補充療法の処方ができる。 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務>   

(1) 慢性腎不全患者，および移植後患者における病態、病因の把握および治療の方針につ

き、必要な情報を迅速かつ正確に把握し､判断できる能力を身につけるつき、必要な情

報を迅速かつ正確に把握し､判断できる能力を身につける                     

(2) 二次性副甲状腺機能亢進症の発生機序が説明で、画像診断の評価と外科的適応が評価

できる。   

(3) 患者および家族に対し、適切な問診を行い病状について正しく記述することができる。   

(4) 移植医療ではドナー・レシピエント・その家族との関係を重視した治療目的の説明と

インフォームド・コンセントが重要であり、上級医の診療を通してその重要性とアセ

スメントを学ぶ。 

(5) 全身の診察、バイタル・サイン（意識、呼吸、循環、体温など）のチェックを速やか

に行い、電解質異常等の症候と所見を指摘できる。  

(6) 免疫抑制療法に起因する病態，合併症につき、正しく解釈できる。       

(7) 腎機能障害（S-Cr≧2.0mg／dl）及び腎不全下での病態の把握、理解ができ,補液、電

解質、酸塩基平衡の管理ができる。    

(8) 慢性腎不全患者における抗生物質の投与量の変更が理解できる。   

(9) 免疫抑制剤使用にあたって、副作用の防止策を講じることができる。  

(10)腎移植後における降圧剤の処方の選択を適切にできる。（知識、技能）   

(11)自分の臨床的疑問点をカンファレンスで発表することで解決する。   

(12)患者、家族との面談に上級医と同席してインフォームド・コンセントのプロセスを学

ぶ。 

(13)看護師、検査技師などのコメディカルと協調し、チーム医療が展開できる（態度・習

慣）。    
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<移植内科・移植外科・内分泌外科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29 症候中 24

症候 

ショック、体重減少・発疹、黄疸、発熱、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）、腰・背部痛、関節痛、筋力低下、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、

興奮・せん妄、抑うつ、妊娠・出産、 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック アナフィラキシーショックに対する治療法や必要な検査。原因となる

薬剤の検討と鑑別診断 

発熱 免疫抑制状態での発熱の原因や鑑別診断 

日和見感染と市中感染の両方に視点を置いた迅速な治療法判断。 

腰・背部痛 術後の後出血や手術操作に伴う術後疼痛、拒絶反応や移植片感染に伴

う疼痛等の鑑別診断。 

便通異常（下痢・便

秘） 

免疫抑制薬・腎不全・日和見感染に伴う便通異常について、効果的な

アセスメントで診断・治療を行う。 

 

<移植内科・移植外科・内分泌外科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態

中 16疾病・病態 

脳血管障害、心不全、高血圧、肺炎、急性上気道炎、気管支喘息、急性胃腸炎、消化性潰

瘍、肝炎・肝硬変、胆石症、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、  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

腎不全 腎不全治療法の選択における腎移植の意義や腹膜透析における外科的

手技の習得 

心不全、 腎不全に伴う心不全の発症機序と予防。腎不全治療が心不全改善を導

く機序について学ぶ。 

腎盂腎炎 腎移植後尿路感染症の原因と治療法。抗菌剤の選択と de-escalation. 

糖尿病、 腎不全の原因としての糖尿病の病態理解と腎移植後に免疫抑制薬や腎

不全改善に伴う糖尿病管理と適切な治療薬剤の選択。 
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<移植内科・移植外科・内分泌外科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

移植内科・移植外科・内分泌外科で 

経験可能な手技に〇がついています。 

研修医 1 年次 研修医 2 年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保   〇   〇 

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスク

による徒手換気を含む。） 

  〇   〇 

③胸骨圧迫   〇 〇   

④圧迫止血法   〇 〇   

⑤包帯法   〇 〇   

⑥採血法（静脈血）   〇 〇   

⑥採血法（動脈血）   〇 〇   

⑦注射法（皮内）   〇 〇   

⑦注射法（皮下）   〇 〇   

⑦注射法（筋肉）   〇 〇   

⑦注射法（点滴、静脈確保）   〇 〇   

⑧腰椎穿刺   〇 〇   

⑨穿刺法（胸腔）   〇   〇 

⑨穿刺法（腹腔）   〇   〇 

⑩導尿法   〇 〇   

⑪ドレーン・チューブ類の管理   〇   〇 

⑫胃管の挿入と管理   〇   〇 

⑬局所麻酔法  〇  〇   

⑭創部消毒とガーゼ交換 〇   〇   

⑮簡単な切開・排膿   〇 〇   

⑯皮膚縫合   〇 〇   

⑰軽度の外傷・熱傷の処置  〇  〇   

⑱気管挿管   〇 〇   

⑲除細動等   〇 〇   

       

その他の手技       

中心静脈確保   〇   〇 

緊急薬剤（心血管作動薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗不整脈薬）   〇   〇 

緊急薬剤（抗痙攣薬）   〇   〇 
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抗がん剤   〇   〇 

緊急輸血   〇   〇 

補液管理 〇   〇   

心肺蘇生法（ALS、BLS） 〇   〇   

外傷初期診療（JATEC） 〇     〇    〇 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、DOPSを用いる。 

(主に病棟診療場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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脳神経外科 

（選択） 
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脳神経外科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の脳神経外科は、神経内科とともに脳卒中センター（ＳＣＵ）を有

しており、多くの急性期脳血管障害の治療を行っています。急性期治療のみならず、閉塞

性脳血管障害や未破裂動脈瘤に対する予防的治療も積極的に行っています。脳血管障害は

種々の合併症をあわせ持つことが多く、救急外来のみならず関連他科においても遭遇する

ことが多いため、初期治療の基本的能力を十分に身につけるよう努力してください。                                                    

また、頭部外傷や脳腫瘍などの一般脳神経外科疾患の治療も多く行っています。 

研修期間中は外来診療は行いませんが、病棟に配属されチームの一員として入院患者全般

の治療に当たります。診断、処置、検査、および手術介助など上級医の指導のもとに行っ

ていきますが、指導される、教えられる立場に留まらず、積極的態度で学ぶよう心掛けて

ください。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照        

   

脳神経外科の行動目標 

B-1 正しい医療面接、インフォームドコンセントをみにつける 

B-2 正しい診断、治療方針に至るプロセスを学ぶ。 

B-3 脳神経外科の入院患者の担当医として、上級医とともに診療を行う。 

B-4 カンファレンスに積極的に参加して必ず毎日疑問に感じたことを質問する。 

B-5 積極的に手術に参加して、手術の実際を見学、チーム医療を体感する。 

B-6 手術計画、手術シミュレーションから手術における安全管理を学ぶ。 

B-7 DPC を意識した診療を実践できるようにする。 

B-8 興味を持った分野の文献をまとめて発表する。 

B-9 自己の臨床経験、手術記録などを蓄積する習慣を身につける。 

   

脳神経外科研修の方略 （LS） 

＜研修医の週間スケジュール＞

 

 

時間　　　　　　曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30:～ 症例検討会 症例検討会

9:00～12:30 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診

12:30～13:30 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

13:30～16:30 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診 手術・病棟回診

16:30～17:00 画像カンファレンス 画像カンファレンス 画像カンファレンス 画像カンファレンス 画像カンファレンス
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＜研修医が行う入院診療関連業務＞       

(1)  脳神経外科の入院患者の担当医として、上級医とともに診療を行う。 

(2)  手術日は、手術に参加して手術を介助する。 

(3)  毎朝 9時より上級医とともにチームで病棟回診（第二病棟）を行う。 

(4)  月・木曜日は第二病棟のみならず、他病棟の回診を行う。 

(5)  脳血管造影などの検査に参加して、手技手順や起こりうる合併症などを理解する。 

(6)  毎週月・金曜日朝 7時 30分から行われるmorning conferenceにて、成書や文献を抄読する。 

(7)  毎週月曜日、金曜日の morning conference では、その週に行われる手術症例の術前検討を

行う。 

(8)  毎日（月～金）夕方、上級医とともに、その日に行った画像検査を読影する（画像

conference）。 

(9) 第 1・3火曜日は朝 8時より神経内科と合同で症例検討を行う（合同 conference）。 

(10) 毎週水曜の画像 conference の後に手術手技の理解を深めるため前週までの手術症例の執

刀医が録画ビデオで提示を行う。  

(11) 第 4火曜日は朝 8時より神経内科、放射線科と合同で放射線学的画像の理解を深める勉強

会を行う（Neuroimaging conference）。  

(12)  ローテートの最終週金曜日の morning conference で、担当した症例のうち 1 例をまとめ、考

察を加え発表する。 

(13)  ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。 

      ※時間外カンファレンスに関しては原則自由参加とする。 

 

＜脳神経外科で経験可能な症候＞ 経験すべき 29 症候中 24 症候 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、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）、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 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

意識障害 グラスゴー意識障害分類、JCS による正確な評価 

頭痛 国際分類に応じた診断と対処、生命に関わる頭痛の診断 

けいれん発作 初期対応と適正な治療薬選択 

視力障害 神経生理学に沿った診察、評価 

運動麻痺 同上 

筋力低下 同上 
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＜脳神経外科で経験可能な疾病・病態＞ 経験すべき 26 疾病中 6 疾病・病態 

脳血管障害、認知症、高血圧、消化性潰瘍、高エネルギー外傷・骨折 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

脳血管障害 脳血管障害について理解を深める。手術を見学する。 

高エネルギー外傷 初期対応、脳圧コントロールの実際を経験する。 

 

<脳神経外科研修で経験可能な臨床手技> 

 

 

脳神経外科

事前確認 指導医立会 事前確認 指導医立会
1.　気道確保 　　○ ○

2.　気管挿管 　　　　　○ ○

3.　人工呼吸 　　　　　○ 　　　　　○

4.　心マッサージ 　　　　　○ 　　　　　○

5.　除細動 　　　　　○ 　　　　　○

6.　注射法（皮内） 　　○ ○

　　注射法（皮下） 　　○ ○

　　注射法（筋肉） 　　○ ○

　　注射法（末梢静脈） 　　○ ○

　　注射法（中心静脈注射） 　　　　　○ ○

7.　緊急薬剤（心血管作動薬）
　　緊急薬剤（抗不整脈薬）
　　緊急薬剤（抗痙攣薬） 　　　　　○ 　　　　　○

　　抗がん剤 　　　　　○ ○

8.　採血法（静脈血） 　　○ ○

　　採血法（動脈血） 　　○ ○

9.　導尿法 　　○ ○

10.　穿刺法（腰椎） 　　　　　○ ○

　　　穿刺法（胸腔）
　　　穿刺法（腹腔）

11.　胃管の挿入と管理 ○ ○

12.　圧迫止血法 　　○ ○

13.　局所麻酔法 　　○ ○

14.　簡単な切開・排膿 　　○ ○

15.　皮膚縫合法 　　○ ○

16.　創部消毒とガーゼ交換 　　○ ○

17.　軽度の外傷･熱傷の処置 　　○ ○

18.　包帯法 　　○ ○

19.　ドレーン・チューブ類の管理 ○ ○

20.　緊急輸血 　　　　　○ ○

21.　補液管理 　　　　　○ ○

各科の特殊性

血液ガス分析 　　○ ○

脳室ドレナージ 　　　　　○ ○

経験しなければならない手技・処置
研修医２年次

単独可
単独不可

研修医１年次

単独可
単独不可
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評価（EV）  

研修医評価票Iを用いて、到達目標A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の4項目を評価する。  

研修医評価票IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の9項目を評価する。  

研修医評価票IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の4項目を評価する。  

いずれもEPOC2を使用してWEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。  

評価に際して、客観性を高めるために、独自の評価法を用いる。  

(主に病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる)  

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。  

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。  

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。  

形成的評価  

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。  

・年に2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

        

2019.2 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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泌尿器科 

（選択） 
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泌尿器科オリエンテーション        

          

泌尿器科の概要          

 日本も本格的高齢社会をむかえ、腎尿路腫瘍や排尿異常（排尿困難、失禁など）を訴え

る患者さんは年々増加しています。前立腺がんは米国男性悪性腫瘍の第一位を占めて久し

いですが、本邦でも男性悪性腫瘍の上位を占めるようになり重要な疾患のひとつとなって

います。このほか腎臓癌や膀胱癌なども増加の一途をたどっています。泌尿器科では、腎

臓、尿管、膀胱、尿道、前立腺、陰茎、精巣、副腎等の臓器を対象としています。当院泌

尿器科での主な治療疾患は、癌、前立腺肥大症、尿路結石です。当院では泌尿器科指導医：

3名、泌尿器科専門医：5名、腹腔鏡手術技術認定医：4名、ロボット手術認定医：5名 

のスタッフのもとで研修を行なうことができます。年間全手術件数は約 550 例、うち癌手

術症例：約 300 例：膀胱全摘術：約 10 例、ロボット支援下手術（前立腺全摘: 約 100 例、

腎部分切除: 約 50 例）腹腔鏡下手術：（腎摘出術・副腎摘出術）：約 30～35 例、体外衝撃

波結石破砕手術（ESWL）：約 70例、経尿道的尿管結石破砕手術（f-TUL）：約 70例、経尿道

的前立腺切除術：約 60～70例を中心に行なっています。その他、入院患者数/日（平均）：

約 20 人/日、外来患者数/日（平均）：約 80～90 人/日です。癌の治療としては、手術治療

を主な目標としていますが、化学療法・放射線治療を積極的に取り入れ、総合的な癌治療

を行っています。また、副腎・腎臓に対しては腹腔鏡手術、前立腺全摘術および腎癌に対

する部分切除術に関してはロボット支援下腹腔鏡手術も行っています。また、膀胱全摘+尿

路変向術もロボット支援下で 2018 年より開始、腹腔内での尿路変向術を行う ICUD を施行

可能な施設でもあります。（症例及び術者の方針によりますが）前立腺肥大症では薬物療法

の効果のない方を対象に経尿道的手術を施行。排尿障害をきたす疾患には神経因性膀胱や

過活動膀胱等の前立腺肥大症以外の疾患もありますので、疾患の確定には膀胱機能検査な

どを行っています。尿路結石に対しては、体外衝撃波結石破砕術（ESWL）や経皮的ないし

経尿道的に軟性鏡および硬性鏡を用いレーザー砕石手術を行っています。研修は、手術や

検査の助手・外来見学・病棟回診介助をしていただき、泌尿器科という臨床の概略を体得

していただきます。泌尿器科領域の医療、福祉に関する問題について、一般の医師として

必要な知識を習得し、適切な診療ができる能力を養っていただければと思います。 
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研修到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

泌尿器科研修の行動目標 

 

1. 診察・診断  

 病棟診療 

B-1 鑑別診断に欠かせない病歴を系統的に聴取できる。 

B-2 系統的な身体診察を行い、異常な身体所見を見つけることができる。  

B-3 病歴・身体所見から考えられる鑑別診断や他科疾患を考慮しながらあげることが

できる。 

B-4 Up To Dateや、PubMedなどの診断ツールを利用して、鑑別診断を考えることが出

来る。 

B-5 泌尿器科癌の概要・診断・治療の概略を説明できる。 

B-6 前立腺肥大症・神経因性膀胱など排尿障害の概要・診断・治療を説明できる。 

B-7 尿路感染症について診断・治療ができる。 

B-8 尿路結石症について診断・治療ができる。 

 

２. 検査など 

 病棟診療 

B-1 疾患の診断に役立つ必要にして十分な検査を適切なタイミングで選択することが

できる。 

B-2 導尿・尿道カテーテル留置など基本的手技を身につける。 

B-3 膀胱鏡・逆行性尿路造影・ＤＪカテ留置・膀胱内圧測定など、泌尿器科独自の検

査処置を理解する。 

B-4 尿路疾患のＣＴ・ＭＲ・ＵＳ等画像の所見を読影し、診断につなげることができ

る。 

B-5 泌尿器科の手術につき概略を理解する。 
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3. 輸液・注射  

 病棟診療 

B-1 尿路感染症患者に適切な輸液管理・抗菌薬の選択を行うことができる。（技能） 

B-2 尿路結石患者に対し、適切な鎮痛管理が出来る。  

 

 病棟診療 

B-1 疾患の診断に役立つ必要にして十分な検査を適切なタイミングで選択することが

できる。  

B-2 導尿・尿道カテーテル留置など基本的手技を身につける。 

B-3 膀胱鏡・逆行性尿路造影・ＤＪカテ留置・膀胱内圧測定など、泌尿器科独自の検

査処置を理解する。 

B-4 尿路疾患のＣＴ・ＭＲ・ＵＳ等画像の所見を読影し、診断につなげることができ

る。 

B-5 泌尿器科の手術につき概略を理解する。 

 

4. 処方  

 病棟診療 

B-1 発熱のコントロールをつけることができる。 

B-2 結石発作のコントロールをつけることができる。 

B-3 癌性疼痛のコントロールにつき理解する。 

B-4 排尿障害のコントロールにつき理解する。 

 

5. EBM 

 病棟診療 

B-1 各種の疾患治療ガイドラインや evidence に基づいた治療を選択することが出来

る。 

B-2 検査特性（感度・特異度）を意識した研修ができる。 

B-3 自分の臨床的疑問点を上級医に相談することで解決する。 

 

6. その他  

 病棟診療 

B-1 患者・家族との面談を通してインフォームド・コンセントを行うことができる。

癌告知・合併症・後遺症など特に患者・家族に配慮を要するインフォームド・

コンセントを上級医とともに経験する。 

B-2 陰部の疾患を有する患者および老齢患者に対する理解を身につける。 

B-3 護師、検査技師などのコメディカルと協調し、チーム医療が展開できる。 
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泌尿器科研修の方略（LS） 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:00 病棟業務 

9:00～12:30 前立腺生検

見学 

手術 

病棟回診 

外来見学 

手術 

病棟回診 

補助 

 

外来見学 

前立腺生検

見学 

手術 

病棟回診 

外来見学 

手術 

病棟回診 

補助 

 

外来見学 

前立腺生検

見学 

手術 

病棟回診 

外来見学 

12：30～13：00 昼食 薬品勉強会 昼食 昼食 昼食 

13：00～16:30 

 

 

 

16:30～17:00 

手術 

or 

検査 

（講 義） 

手術 

or 

検査 

（講 義） 

手術 

or 

検査 

（ 講 義 ）

Conference 

手術 

or 

検査 

（講 義） 

手術 

or 

検査 

（講 義） 

※昼食時間に関しては、仕事の延長短縮に伴い変更ありうる。 

救急外来当直明けの場合 勤務について応談。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 外来・入院診療の介助、泌尿器科特有の検査・手術に参加させる。 

(2) 担当している入院患者の、診断・治療方針・効果判定を discussionする。 

(3) 適切な患者を担当、レポートをまとめる。また入院患者全体の診療も適宜参加させる。 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 上級医の指示の下、担当した入院患者の副主治医として診療を行う。 

(2) 病棟においては、上級医の指導の下一般入院患者の処置及び指示出しをする。 

(3) 適宜、病棟回診に参加する。 

(4) 月～金曜日の手術の助手を務める。 

(5) 適宜外来の見学・介助を務める。 

(6) 火・水・木曜日の午後は主に検査があり、検査の見学・介助を務める。 

(7) 適宜 ＥＳＷＬ、月・水・金に前立腺生検検査があり見学・介助する。 

(8) 水曜日の夕方の泌尿器科カンファレンスを開催する。（参加は自由） 

(9) ローテート修了後は速やかに研修記録をまとめ、入力・記入する。 

(10)2週以上ローテを希望する泌尿器選択者を対象に適宜講義を開催する。 
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<泌尿器科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 7症候 

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  

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

前立腺肥大症 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

尿路結石 腰・背部痛 血尿  

Uro-sepsis 発熱 ショック 意識障害 興奮 せん妄 

泌尿器系癌末期 終末期の症候 

 

<泌尿器科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき 26疾病・病態中 26疾病・病態 

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）  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

複雑性尿路感染 腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、 

腎後性腎不全 腎盂腎炎、尿路結石、 

尿路結石症 尿路結石、腎不全、 
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<泌尿器科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

泌尿器科で経験可能な手技に〇がつ

いています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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） ○   ○   

⑥採血法（動脈血）  ○  ○   

⑦注射法（皮内）       

⑦注射法（皮下）       

⑦注射法（筋肉）       

⑦注射法（点滴、静脈確保）  ○  ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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       

       

その他の手技       

中心静脈確保       

緊急薬剤（心血管作動薬）       

緊急薬剤（抗不整脈薬）       
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緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤   ○   ○ 

緊急輸血  ○  ○   

補液管理  ○  ○   

心肺蘇生法（ALS、BLS）       

外傷初期診療（JATEC）       

尿道バルーンカテーテル留置  ○   ○  

手動膀胱洗浄  ○   ○  

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

評価に際して、客観性を高めるために、上級医のみならずスタッフによる評価も用いる。 

(主に病棟診療や手術参加の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

 

2010.3.5   作成 

       2019.2   一部改訂 

       2020.2.19 一部改訂 

                            2020.12    一部改訂 
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皮膚科 

（選択） 

 

 

  



218 

 

皮膚科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の皮膚科では外来診療、皮膚科入院治療、救急対応、他科からのコン

サルテーション対応、褥瘡回診を行っています。外来診療では皮膚生検を初めとする精査、

皮膚良性腫瘍や T1 までの皮膚悪性腫瘍手術、乾癬やアトピー性皮膚炎などの生物学的製剤

治療を中心に行っています。皮膚科入院治療では帯状疱疹や蜂窩織炎と言った感染症から

薬疹、天疱瘡などの炎症性疾患、手術や NPWT(negative pressure wound therapy）など

の外科的治療を行っています。他科からのコンサルテーションでは点滴漏れや薬疹を初め

とする皮膚合併症の診察などを行います。皮膚科の研修を通して皮疹の見方から診断、治療

と皮膚症状に対する対応方法を学んでいきたいと思います。 

 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

皮膚科研修の行動目標 

 

 外来診療 病棟診療 

B-1 症状の訴えや所見を取るときに、患者さんを一人の尊厳ある個人として接する。 

B-2 皮膚症状から疾患と鑑別疾患を考え、それを補強するような次の診察と必要十分な検

査を組む。 

B-3 外来小手術と皮膚に対する検査を理解し、その必要性とメリット・デメリットを患者

さんに説明し、適切に行える。 

B-4 患者さんの訴えを医学的な言葉に置き換えて、確認、記載ができる。 

B-5 処置、検査などを看護師と協力してできる。 

B-6 ガイドラインなどがあるときは、ガイドラインに沿った医療ができる。 

手術・検査・処置時に危険性を考えて、安全な行動がとれる。 

B-7 その疾患の患者さんや手術・処置後の患者さんが疾病を治療しながら社会生活を営む

に当たっての日常生活での行動の制約と許容範囲を説明できる。 

B-8 疾患の機序、治療の作用、などを考えて診療に当たる。 

B-9 新しい疾患概念、新しい治療、ガイドラインの更新などを興味を持って学び続ける。 
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皮膚科研修の方略（LS） 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 

8:30～8:45 ミーティング、予習 

8:45～13:00 外来診療 

14:00～17:00 病棟、手術など 中央手術 カンファレン

ス、病棟、手

術など 

病棟、手術

など 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1)  予診 

(2)  指導医の外来診療について、診察、処置、カルテ記載をみて覚える。 

(3)  指導医と一緒に外来手術に入る。 

(4)  カンファランスに参加。 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 入院患者の担当医として、上級医・指導医とともに診療を行う。 

(2) 患者の訴えを聞いて、カルテに記載。 

(3) 臨床所見や検査所見を取ってカルテに記載する。 

(4) 症状や訴え、検査結果から推測すること、次に行うことなどを考え、カルテに記載する。 

(5) 問題点や困ったことがあったら速やかに指導医へ相談する。 

(6) カンファランスに参加。 

 

<皮膚科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 19症候 

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、視力障害、胸痛、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）、 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

発疹 発疹の見方を覚える 

発疹から診断にアプローチする方法を覚える 

ショック 蕁麻疹とアナフィラキシー、原因検索と治療 
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熱傷・外傷 面積、深さ、全身状態、部位など熱傷の重症度を判定する 

治療へのアプローチ 

頭痛、めまい、視力

障害など 

頭痛、めまい、視力障害などを続発・併発する皮膚疾患を見逃さない様

にする 

 

<皮膚科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 2疾病・病態 

高エネルギー外傷・骨折、糖尿病 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

高エネルギー外傷・骨折 高エネルギー外傷による皮膚への障害の判断、治療 

糖尿病 糖尿病と関係する皮膚症状の臨床診断、他科との連携 

 

<皮膚科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

皮膚科で経験可能な手技に〇がつい

ています。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独

可 

 

単独不可 
単独

可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導

医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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）       

⑥採血法（動脈血）       

⑦注射法（皮内）       

⑦注射法（皮下）       

⑦注射法（筋肉）       

⑦注射法（点滴、静脈確保）       

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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       
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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       

その他の手技       

中心静脈確保       

緊急薬剤（心血管作動薬）       

緊急薬剤（抗不整脈薬）       

緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤       

緊急輸血       

補液管理       

心肺蘇生法（ALS、BLS）       

外傷初期診療（JATEC）       

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルスタ

ッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

2010.3.5作成 
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       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 

                            2020.12.3  一部改訂 
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眼科 

（選択） 
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眼科オリエンテーション 

 

眼科は、現在 3 人の常勤体制で診療を行っています。効率よく診療を行うため基本的に毎

日午前外来診療、午後に手術室にて手術、火、木の午後に特殊検査、処置、小手術を行っ

ています。また火曜木曜の午前中に NICU にて未熟児診察、治療を行っています。救急外

来で眼科疾患に遭遇する機会も多くそれらに対応できるような教育、指導を行います。ま

た当院では脳外科手術患者、糖尿病や高血圧、腎疾患、腎移植後などの重症の全身疾患に

関連した眼科疾患の患者を多く診療するため、眼科にすすまない研修医でもそれらの疾患

の眼科診療の必要性、重要性を学ぶ機会となり、将来の診療に役立つ研修を目指していま

す。将来眼科を目指す研修医は多くの白内障手術、硝子体手術に立ち会う機会があり手術

患者の診断から治療までのプロセスを学ぶ機会となります。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

眼科研修の行動目標 

 

 外来診療 病棟診療 

B-1 外来、病棟ともに眼科特有の診察、検査の組み立てを通して意思決定する 

B-2 眼科特有の診療の進め方ができる。眼科検査一般の結果内容が理解できる。 

B-3 患者に対して親身な態度で接する。重度の視覚障害者の行動制限を理解しそれに対し

て適切なケアができる。 

B-4 患者、家族との面談を通してインフォームドコンセントを学ぶ。 

B-5 視能訓練士から眼科検査について教わり 

眼科のチーム医療を学ぶ。外来、病棟看

護士と協調しチーム医療を展開する。 

 

B-7 様々な眼科疾患を治療する中で、視機能改善がその後の QOL に大きく関わることを現

場で学び経験する。特に高齢者の改善意義の大きいことを経験して理解する。 

B-8 遭遇した疾患について文献検索し考察しレポートにまとめる。 

B-9 ガイドラインを活用して適切な診療を行う。 

眼科の特殊性を理解し全身疾患との関連を学び理解する。 
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眼科研修の方略（LS） 

 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

8:30～9:00 外来カンファランス  

9:00～12:30 外来研修 外来研修 外来研修 外来研修 外来研修 

12:30～13:30 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:30～17:00 手術 手術 

外来検査 

手術 外来検査 手術 

 

<研修医が行う外来診療関連業務> 

(1) 眼科外来で毎日上級医につき指導下で細隙灯顕微鏡、単眼倒像鏡で診察を行う。 

(2) 検査日には視力検査、眼圧検査、視野検査、OCT検査、その他の特殊検査を視能訓練士

の指導下に学ぶ。 

(3) 蛍光眼底撮影検査を指導下で行う 

(4) 初診患者を診察し必要な検査をプランし上級医の判断下でその検査を視能訓練士と共

に行い上級医の診察後指導を受ける。 

(5) NICU 診察に同行し指導医と共に双眼倒像鏡で眼底検査を行い未熟児診療、未熟児網膜

症について学ぶ 

 

<研修医が行う入院診療関連業務> 

(1) 指導医とともに適宜病棟回診を行い必要な検査、処置を指導医と共に実施する。 

(2) 他科からの往診依頼の患者を上級医と共に往診しその診察を行い診断治療を行う。 

 

<入院診療・外来診療に共通した研修医の業務、その他の研修医の業務> 

(1) 手術では助手を務める。 

(2) 院外研修として豚眼でのウェットラボを企画しその研修、指導を受け白内障手術につ 

いて学ぶ 

 

<眼科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中３症候 

頭痛、視力障害、熱傷・外傷、 
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以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

頭痛 急性閉塞隅角緑内障の診断と治療、他疾患との鑑別 

視力障害 視力の評価と視力障害の原因の診断 

熱傷＊外傷 眼外傷について起こりうる障害とその診断、治療につき 

 

<眼科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中２疾病・病態 

脳血管障害、糖尿病  

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

脳血管障害 起こりうる眼科徴候、視野異常の評価 

糖尿病 糖尿病網膜症の診断、蛍光眼底撮影、レーザー光凝固、硝子体手術、

OCT検査 

 

<眼科研修で経験可能な臨床手技> 

経験すべき手技 

 

眼科で経験可能な手技に〇がついてい

ます。 

研修医 1年次 研修医 2年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

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）       

⑥採血法（動脈血）       

⑦注射法（皮内）       

⑦注射法（皮下）       

⑦注射法（筋肉）       

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（腹腔）       

⑩導尿法       
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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       

その他の手技       

補液管理   ○   ○ 

霰粒腫切開   ○   ○ 

結膜縫合   ○   ○ 

 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

 (主に外来診療・病棟診療で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

2010.3.5作成 

2019.2  一部改訂 

2020.2.3一部改訂 永田 篤 
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耳鼻咽喉科 

（選択） 
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耳鼻咽喉科オリエンテーション 

 

耳鼻咽喉科診療領域は耳、鼻、咽頭、喉頭、気管、食道、口腔、唾液腺、頸部リンパ節、

顔面皮膚等を診療対象とする。更に脳、眼、消化器、呼吸器、と隣接した領域であり、他科

との連携も常に考慮が必要となる。 

短期間の研修では経験できない内容も多いと予想されるが、研修目標を達成できるよう

積極的に取り組んでいただきたい。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

耳鼻咽喉科研修の行動目標 

 

 外来診療 病棟診療 

B-1 診断にあたり、有益性と患者の身体的負担を考慮して検査を計画することができる 

B-2 耳鼻咽喉科特有の手技を駆使して診療をすすめることができる 

B-3 患者さんに対して親身な態度で接する 

B-4 患者、家族との面談を通してインフォームド・コンセントを行う 

B-5 多職種カンファレンスに参加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解する 

B-6 医療行為に伴う副損傷を事前に想定することができる 

B-7 患者、家族の意思を尊重し、ニーズに応じた医療を提供する 

B-8 文献を検索し、疾患に対する知識を自ら得ることができる 

B-9 Conference等で聴き手がポイントを把握しやすいプレゼンテーションを行い、論理

的なディスカッションに寄与する 

 

耳鼻咽喉科研修の方略（LS) 

研修医の週間スケジュール 

16:45～ 
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＜研修医が行う外来診療関連業務＞ 

耳鼻咽喉科の外来研修では、初診患者の一般的な症候の診療を中心に行う。状況により、

再診の患者の診療も担当する。上級医とともに必要な検査を計画し、実行し、評価する 

 

＜研修医が行う入院診療関連業務＞ 

（１）総合内科の入院患者の担当医として、上級医・指導医とともに診療を行う。  

（２）水曜日の他職種とのカンファで患者をめぐる諸問題につき理解し、解決策を提

案する。 

（３）担当症例のレポートを作成し発表する。自ら疾患について文献を調べ、

考察し、ポイントを整理してわかりやすく発表する。 

 

＜耳鼻咽喉科研修で経験可能な症候＞ 経験すべき症候29症候中13症候 

ショック、発疹、発熱、頭痛、めまい、視力障害、呼吸困難、嘔気・嘔吐、熱傷・外傷、運

動麻痺・筋力低下、興奮・せん妄、抑うつ、終末期の症候 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 耳鼻科的急性期感染性疾患から敗血症性ショックに至る危険な症例の特徴の

理解 

発熱 耳鼻科的急性期感染性疾患の診察、診断 

めまい 末梢性、中枢性めまいの鑑別 

呼吸困難 上気道狭窄の評価と対応 

 

＜耳鼻咽喉科検証で経験可能な疾病・病態＞ 経験すべき29疾病・病態中2疾病・病態 

急性上気道炎、うつ病 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

急性上気道炎 呼吸不全や敗血症性ショックに至る危険な症例の特徴の理解 

 

経験すべき手技 

耳鼻咽喉科で経験可能な手技に

〇がついています。 

研修1年次 研修2年次 

単独可 

単独不可 

単独可 

単独不可 

事前 

確認 

指導医

立会 

事前 

確認 

指導医

立会 

①気道確保 ○   ○   
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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） ○   ○   

⑥採血法（動脈血） ○   ○   

⑦注射法（皮内） ○   ○   

⑦注射法（皮下） ○   ○   

⑦注射法（筋肉） ○   ○   

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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       

       

その他の手技       

緊急薬剤（心血管作動薬）     ○  

緊急薬剤（抗不整脈薬）     ○  

緊急薬剤（抗痙攣薬）     ○  

抗がん剤      ○ 

緊急輸血      ○ 

補液管理 ○   ○   

心肺蘇生法（ALS、BLS） ○   ○   

外傷初期診療（JATEC）  ○   ○  
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評価（EV）  

研修医評価票Iを用いて、到達目標A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の4項目を評価する。  

研修医評価票IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の9項目を評価する。  

研修医評価票IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の4項目を評価する。  

いずれもEPOC2を使用してWEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。  

評価に際して、客観性を高めるために、Mini-CEXを用いる。  

(主に外来診療・病棟診療の場面で評価を行う場合に用いる)  

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。  

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。  

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。  

 

形成的評価  

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。  

・年に2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。  

2019.2 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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放射線科 

（選択） 
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放射線科オリエンテーション 

 

臨床において放射線科は、以下の３つの柱から構成されています。 

①Ｘ線撮影、超音波検査、Ｘ線 CT、MRI、核医学検査などの画像診断 

②画像診断を応用した低侵襲性治療（IVR; InterVentional Radiology） 

③放射線を利用して種々の疾患の治療を行う放射線治療 

放射線科領域における専門研修は、放射線診療の発展と向上、放射線の安全管理、放射

線に関する専門家として社会に対して適切に対応できる優れた放射線科領域の専門医を育

成する制度であることを基本理念としています。放射線診断専門医および放射線治療専門

医の育成の前段階として、いずれの専門医にも求められる放射線科全般に及ぶ知識と経験

を一定レベル以上に有する「放射線科専門医」を育成することを目的としています。 

放射線科専門医の使命は、①画像診断、②IVR、③放射線同位元素（RI）内用療法を含む

放射線治療の知識と経験を有し、放射線障害の防止に努めつつ、安全で質の高い放射線診

療を提供することにあります。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

放射線科研修の行動目標 

 一般診療 

B-1 患者のプライバシーを守りつつ①画像診断、②IVR、③放射線治療に取り組む 

B-2 ①画像診断においては、最新の画像診断機器の原理と特徴を理解し、適切な画像診断

へのプロセスを学ぶ。 

②IVR、③放射線治療では、患者情報を収集し、最新の医学的知見の基づいて最適と思

われる治療法や手技を学ぶ。 

B-3 患者さんに対して親身な態度で接する点は、①画像診断、②IVR、③放射線治療に共通

する事項。特に②IVR、③放射線治療では直接治療行為に関わるため、患者や家族を含

めた心理、社会的側面も把握した上で診療にあたる。 

B-4 ②IVR、③放射線治療では、患者や家族との面談を通してインフォームドコンセントに

関わり、コミュニケーション能力を高める。 

B-5 ①画像診断、②IVR、③放射線治療の各分野で行われている多職種カンファレンスに参

加し、患者をめぐる諸問題を多角的に理解し、チーム医療を実践する。 

B-7 ①画像診断において、医療のもつ社会的側面、医療費の患者負担なども考慮し、不要

な検査が行われないように努める。DPC（包括医療費支払い制度）も考慮して、①画像

診断、②IVR、③放射線治療にあたる 

B-8 ①画像診断、②IVR、③放射線治療において、科学的アプローチを理解し、学術活動を
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通じて医学および医療の発展に寄与することに努める。 

B-9 ①画像診断、②IVR、③放射線治療において、さまざまなカンファレンスや意見交換、

職種や部門を越えたフィードバックにより自己研鑽を行い、後進の育成にも携わりな

がら、自律的に学び続ける。 

 

放射線科研修の方略（LS） 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:00～8:30 他診療科とのカンファレンス 

8:30～12:15 
エコー 

CT 

核医学 

CT 
放射線治療 

外来診療 

説明と同意 

エコー 

CT 

12:15～13:00 昼食（勉強会、研修医研究発表がはいることがある） 

13:00～17:00 CT MRI 放射線治療 IVR MRI 

16;30～17:00 放射線科内のカンファレンス（症例検討、画像診断レクチャー） 

 

<研修医が行う①画像診断関連の業務> 

(1) 他診療科とのカンファレンス、放射線科内のカンファファレンス（症例検討、画像診

断レクチャー）に参加し、画像診断のプロセスと学ぶ。 

(2) エコー、CT、MRI、核医学検査の実診療に、上級医、指導医と共に従事し、各画像診断

機器の原理と特徴、画像の適応や禁忌を学ぶ。 

(3) 特に CTの造影手技は、救急外来診療においても必要とされるため、造影剤使用にあた

っての問診や適応の確認、実際の造影手技、造影剤の注入量、注入圧の選択について、

上級医、指導医と共に従事し、研修医が受け持って実施できるように症例を経験する。 

(4) 画像診断にあたって、上級医、指導医と discussionを行う。 

(5) 他職種との合同カンファレンスにも参加し、画像診断部門の役割に関与する。 

 

<研修医が行う②IVR関連の業務> 

(1) 初診患者の一般的な症候の診察と共に、病状に応じた IVR の適応について、上級医、

指導医と共に診療を行う。 

(2) IVR症例を上級医、指導医と共に受け持ち、手技を学ぶと共に、IVR後の経過観察を行

って、その治療効果を確認する。 
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<研修医が行う、③放射線治療関連の業務> 

(1) 初診患者の一般的な症候の診察と共に、病状に応じた放射線治療の適応について、上

級医、指導医と共に診療を行う。 

(2) 放射線治療症例を上級医、指導医と共に受け持ち、治療法や適応の決定を学ぶと共に、

治療計画にも参加し、放射線治療法を学ぶ。 

(3) 放射線治療後の経過観察を行って、その治療効果を確認する。 

(4) 放射線治療関連の他診療科とのカンファレンスや多職種カンファレンスに参加する。 

 

<放射線科研修で経験可能な症候> 経験すべき症候 29症候中 3症候 

ショック、発疹、嘔気・嘔吐 

 

以下の症候では特に次の内容を中心に学ぶ 

症候 学修内容 

ショック 造影剤使用時のアナフィラキシー・ショックの初期対応 

発疹 造影剤使用時の発疹の初期対応 

嘔気・嘔吐 造影剤使用時の嘔気・嘔吐の初期対応 

 

 

<放射線科研修で経験可能な疾病・病態>経験すべき症候 26疾病・病態中 13疾病・病態 

脳血管障害、大動脈瘤、肺癌、肺炎、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、胃癌、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 

 

このうち、以下の疾病・病態では特に次の内容を中心に学ぶ 

疾病・病態 学修内容 

（様々な疾病・病態に

おける画像診断） 

診断にあたって、患者に直接診療を行う診療科ではないため、様々な

疾病・病態における画像診断を学修する。 

 

<放射線科研修で経験可能な臨床手技> 

 

経験すべき手技 

 

放射線科で経験可能な手技に〇がつい

ています。 

研修医 1 年次 研修医 2 年次 

単独可 

 

単独不可 
単独可 

 

単独不可 

事前

確認 

指導医 

立会 

事前

確認 

指導医 

立会 

①気道確保       

②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスク       
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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）       

⑥採血法（動脈血）       

⑦注射法（皮内）       

⑦注射法（皮下）       

⑦注射法（筋肉）       

⑦注射法（点滴、静脈確保） ○   ○   

⑧腰椎穿刺       

⑨穿刺法（胸腔）       

⑨穿刺法（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       

       

その他の手技       

中心静脈確保       

緊急薬剤（心血管作動薬）       

緊急薬剤（抗不整脈薬）       

緊急薬剤（抗痙攣薬）       

抗がん剤       

緊急輸血       

補液管理       

心肺蘇生法（ALS、BLS）       

外傷初期診療（JATEC）       
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評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

(主に放射線診療の場面で評価を行う場合に用いる) 

 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

 

 

2010.3.5作成 

2019.3.13 一部改訂 

2019.3.13 一部改訂 

2020.2.21 一部改訂 

2020.3.11 一部改訂 
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病理診断科 

（選択） 
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病理診断科オリエンテーション 

 

名古屋第二赤十字病院の病理診断科は、臨床所見及び画像診断に立脚した病理診断を行う

ことを最重要視している。学問的な診断名を付けることが重要ではなく、臨床症状との関

連性、治療に直接関与する病理診断を行うことを一義的目的とする。この内容は生検組織

診断、手術検体診断、細胞診診断、剖検診断全ての領域に共通する。病理診断科を選択す

る研修医は、単に病理所見を取るだけではなく、臨床的に意義のある病理所見の取り方を

習得することが望まれる。厚生労働省の新臨床研修制度では、全ての研修医が剖検に関与

し、症例提示を行い、フィードバックを受け、考察を含む最終的なまとめまで行うことが

義務付けられている。患者の発症から死亡に至る臨床経過を把握し、剖検結果と照合し、

最新の文献的な知見をあわせて総括することにより、臨床病理学的な見識を得る方法を学

んでいただきたいと考えている。 

 

到達目標（全科共通） 

基本プログラムを参照 

 

病理診断科研修の行動目標 

 

 病棟診療 

B-1 病理標本およびブロックの適切な管理ができる 

B-2 重大なピットフォールを回避し、診療に有用な病理診断に至るための思考アルゴリズ

ムを構築することができる 

B-4 カンファレンスでは、優先順位を意識しつつ共有すべき問題点をプレゼンテーション

し質疑応答できる 

B-5 検査技師などのコメディカルと協調し、チーム医療を展開できる 

B-6 剖検や術中迅速診断、切り出し時において、適切な感染防御の対応ができる 

形態学的診断の限界を理解し、必要に応じて分子遺伝学的解析の適応ができる 

B-8 自分の病理的疑問点をリサーチクエスチョンに変換し、適切な研究デザインを選択で

きる 

B-9 常に最新の文献を検索する習慣や疾患概念を習得し、病理診断に活かすことができる 
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病理診断科研修の方略（LS） 

<研修医の週間スケジュール> 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:30～9:00 カンファレンス 

9:00～12:15 切り出し 

13:00～15:30 検鏡 

不定期 剖検 

15:30～17:00 カンファレンス 

 

<研修医が行う病理診断関連業務> 

(1) 検体の切り出しに加わり、写真撮影や切り出し図の作成を介助することにより、肉眼

所見の取り方を習得する。 

(2) 患者の既往歴を確認し、既往があれば病理標本を保管庫から取り出して検討する。 

(3) 病理標本を検鏡し、病理診断報告書の下書きを行う。 

(4) カンファレンスでは、ディスカッション顕微鏡を用いて全症例の症例検討を行う。 

(5) 必要に応じて特殊染色や免疫組織化学的染色のオーダーを行う。 

(6) 実際に剖検に立ち会うことにより、異常所見を理解し習得する。 

(7) 術中迅速診断では、検体処理から結果報告までの全工程をトレースする。 

 

評価（EV） 

研修医評価票 Iを用いて、到達目標 A.医師として基本的価値観（プロフェッショナリズム）

の 4項目を評価する。 

研修医評価票 IIを用いて、到達目標 B.資質・能力の 9項目を評価する。 

研修医評価票 IIIを用いて、到達目標 C.基本的診療業務の 4項目を評価する。 

いずれも EPOC2を使用して WEB上での評価入力を研修終了後、速やかに行う。 

研修医による自己評価：評価入力はローテート終了後、速やかに行なう。 

指導医による評価：研修医の自己評価入力を確認後、指導医評価を入力する。 

看護師・薬剤師による評価：病棟や外来での研修医の研修姿勢・勤務状況をメディカルス

タッフの立場からみて評価・入力する。 

 

形成的評価 

・カンファレンスなどでのプレゼンテーションに対してフィードバックを行う。 

・年に 2回、プログラム責任者からのフィードバック受ける。 

2010.3.5作成 

       2013.2.12 一部改訂 

       2019.3.13 一部改訂 

       2020.3.11 一部改訂 
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Ⅳ．初期臨床研修修了証 
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臨床研修修了証 
 

ふ    り   が    な 

研 修 医 の 氏 名  

 

 

生年月日  

医籍登録番号 

及び登録年月日 

第      号 

年 月 日 

修了した臨床研修に係る研修

プログラムの番号及び名称 

プログラム番号 研修プログラムの名称 

  

研修開始年月日 

及び研修修了年月日 

令和 ２年 ４月 １日開始 

令和 ４年 ３月３１日修了 

臨床研修を行った臨床研修病

院の病院施設番号及び名称 

病院施設番号 基幹型臨床研修病院の名称 

０３０４０２ 名古屋第二赤十字病院 

 

 

臨床研修協力施設で研修を行

った場合にはその名称 
 

 

上の者は、名古屋第二赤十字病院臨床研修基本プログラムの課程を修了

したことを認定する。 

 

    令和 ４年 ３月３１日 

 

名古屋第二赤十字病院   院 長 佐藤 公治 

 

名古屋第二赤十字病院研修管理委員会 

委員長 吉田 幸彦 

 

 



244 

 

 

 

 

JAPANESE RED CROSS 

NAGOYA DAINI HOSPITAL 

Graduate Medical Education 

 

This certifies that 

        , M.D. 
has successfully completed clinical training from 

April 2020 through March 2022 under the rules and 

regulations of Japanese Red Cross Naoya Daini 

Hospital. 

 

 

 

 

                                                                             

President       Koji Sato                       Date 
 

 

 

 

                                                                            

Chairman , Medical Education Committee       Date 
              Yukihiko Yoshida 
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・Mini CEX：主に外来診療の評価に活用する。 

病歴聴取 身体所見 検査 治療まで一連の診察をベテラン内科医師が観察してフィード

バックする方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・DOPS：主に手技の評価に活用 

日常業務下での手技の直接観察評価に用いられる。 

学習者は実践頻度が高い手技を提示され、それについて複数の指導医から複数回観察を受

ける。  

15分の手技のあと 5分程度の feedbackを行う。 

学習者は自身の経験に応じて、評価をうける手技の内容、時期、評価者を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外来研修実施記録 
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