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秦野赤十字病院群臨床研修プログラム 

（基礎研修・必修項目） 

 

 

 

Ⅰ プログラムの名称                                

 秦野赤十字病院群臨床研修プログラム（基幹型臨床研修病院：秦野赤十字病院） 

 

Ⅱ プログラムの目的                                

 「患者を全人的に診ることのできる基礎的な臨床能力を身に付けること」つまり「疾患を

診るのではなく、疾患を有する患者を診る」態度と、医師として将来どのような分野に進む

にせよ、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ「日常診療で頻繁に遭遇する疾患や症状に

適切に対応できるよう、幅広い基本的な臨床能力（態度、技能、知識）を有する」医師を育

て上げることを目標とする。 

 

Ⅲ 臨床研修の一般的目標と行動目標                         

 １ 一般目標 

（１）社会人としての常識と態度を身に付ける 

① 礼儀正しい言葉と挨拶が交わせる 

② 清潔でさっぱりとした身だしなみをする 

③ 協調性を身に付ける 

（２）研修医として習得すべきこと 

① 病院の理念と運営方針を理解する 

② 他の職種を理解しチームワークを築く 

（３）医師として必要な知識と技術を習得する 

① 医師法の理解 

② 守秘義務の徹底 

③ 保健医療の理解 

④ 診療に必要な医療面接、身体診察、診療録の記載が適切に行える 

⑤ 頻度の高い疾患や外傷そして症状の診断と治療が行える 

⑥ 救急の初期診療が行える 

⑦ 慢性疾患や高齢者の適切な管理が行える 

⑧ 患者や家族と良好なコミュニケーションがとれ、患者をとりまく環境を理解し診療

にのぞむ 

⑨ 対処できない事柄は上司、他科、他施設に相談できる判断力を身に付ける 

⑩ 予防医学の理解と実践 

⑪ 終末期医療の理解と研修 

⑫ チーム医療の実践 

⑬ へき地や災害時の医療を想定した自己研修に努める 
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 ２ 行動目標 

（１）具体的な行動目標は各科のプログラムに記載されており、それらの中で必須項目は

研修期間内に必ず習得できるようにする 

（２）医師として必要な技術は最初のオリエンテーションで習得する 

１．注射（皮内、皮下、筋注、静注、血管確保） 

２．採血（静脈、動脈） 

３．導尿、膀胱内カテーテル挿入 

４．胃管挿入 

５．心電図検査 

６．指示簿書き方 

７．処方箋の交付（麻薬も含め） 

８．文書（診断書）書き方 

９．オーダリングシステムの使い方 

（３）基本的な診察法、手技、治療法は内科と外科で習得し、さらに各科研修中にそれら

を深める 

（４）医師に必要な知識、技術に関する講義を行う（必修研修科以外） 

１． 胸部単純写真読影（放射線科） 

２． 腹部単純写真撮影（放射線科） 

３． 頭部ＣＴとＭＲＩの読影（放射線科） 

４． 胸部ＣＴの読影（放射線科） 

５． 腹部ＣＴの読影（放射線科） 

６． 整形領域のＣＴとＭＲＩの読影（放射線科） 

７． ＲＩ診断（放射線科） 

８． 放射線治療（放射線科） 

９． うつ病の早期診断と治療（精神科） 

１０． リエゾン精神医学（精神科） 

１１． プライマリケアに必要な精神科領域の薬剤の使い方（精神科） 

１２． 脳卒中後のリハビリ（リハビリテーション科） 

１３． 眼科領域の救急疾患（眼科） 

１４． めまい、耳鳴り、難聴、救急疾患（耳鼻咽喉科） 

１５． 病院の運営方針（病院長） 

１６． 病院の理念（病院長） 

１７． 病院の経営（医療情報課長） 

１８． 赤十字のあり方（総務課長） 

１９． 栄養療法（栄養課長） 

２０． 感染対策について（院内感染対策委員長） 

２１． 診療録の書き方について（診療情報管理委員長） 

２２． ＥＢＭについて 

２３． リスクマネージメントについて（医療安全管理委員長） 

２４． 地域連携について（地域医療連携室長） 

２５． クレームの分析（医療社会事業課） 

２６． 患者は何を希望しているのか（医療社会事業課） 

２７． 医師と看護師の連携について（看護副部長） 

２８． ＨＩＶについて（第一内科部長） 
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２９． 災害医療について（社会課長） 

（５）入院時のオーダと退院時のサマリー作成 

（６）救急は研修期間を通して行う 

（７）終末期医療は研修期間を通して行う 

（８）院内外研修の実施（看護部、検査部、放射線科部、薬剤部、リハビリテーション課、

救急隊、診療所見学など） 

 

Ⅳ プログラムの特徴                                

① 秦野赤十字病院で common disease,common sympton を経験すると共に、診療所、専門病

院（選択）でより専門性の高い医療を経験することができます。 

② 医療面接と身体検査から診断する能力（心構え）を身に付けることを研修の主眼におき

ます。 

③ 医療に携わる多くの職種の人たちから研修指導を受けます。 

④ 外来診療をより充実します。 

 

Ⅴ 勤務時間                                     

 ・月～金 ８：３０～１７：００ 

  （土・日曜日、祝日、日本赤十字社創立記念日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

は休み） 

 ・当直は週２回以内（原則１回） 

 

Ⅳ 臨床研修病院群について                                     

 秦野赤十字病院群内の各研修施設の特徴を活かしながら、臨床研修の基本理念に則り、よ

り良い研修指導環境を創造したいと考えています。 

 当院では、地域医療とプライマリ・ケアを担う医師の育成を大きな使命とし、各研修病院

と指導医が使命に向けて協力し、互いに交流し切磋琢磨する中で研修医にとって最良の研修

プログラムと最良の研修環境を構築すること、病院群全体の医療の質を向上させること、指

導医を養成していくことなどをこの病院群の重点的な目標においています。  

 

Ⅴ 第三者評価について                                       

 秦野赤十字病院は、（財）日本医療機能評価機構の病院機能評価による審査の結果、認定基

準を達成していることが認められ、平成 21 年 5 月に Ver5.0認定証を受領し、さらに平成 26

年 4月 4日付で 3rdG:Ver.1.0（一般病院２）の認定をされております。 

 

Ⅵ プログラム等の問い合わせについて                                       

【プログラム問合せ先】 

 プログラム責任者 澤田 玲民（院長補佐 兼 臨床研修総括責任者） 

 Tel 0463-81-3721  Fax 0463-82-4416 

 

【資料請求・応募方法等】 

 事務部 総務課 総務係長 加藤 敦子 

 Tel 0463-81-3721（内線 2308）  Fax 0463-82-4416 

  e-mail：soumu2@hadano-jrc.jp 

 

mailto:soumu2@hadano-jrc.jp
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・研修管理委員会の氏名等                               

氏名 所属 役職 備考 
フリガナ  タナカ    カツアキ 

秦野赤十字病院 院長 
研修管理委員長・指導

医 姓    田中 名 克明 

フリガナ  サワダ    レイミン 

秦野赤十字病院 
臨床研修総括責任者・院

長補佐・診療科部長 

プログラム責任者・指

導医 姓    澤田 名 玲民 

フリガナ  タキザワ   トシカズ 

秦野赤十字病院 診療科部長 指導医 
姓    瀧沢 名  利一 

フリガナ  タニガワ    アキヨ 

秦野赤十字病院 診療科部長 指導医 
姓    谷川 名 明代 

フリガナ   ハスオ   キミアツ 

秦野赤十字病院 診療科部長 上級医 
姓    蓮尾 名 公篤 

フリガナ   ハラ     カツヒロ 

秦野赤十字病院 診療科部長 指導医 
姓    波良 名 勝裕 

フリガナ     ヒョウドウ   ヒロミ 

秦野赤十字病院 診療科医長 指導医 
姓    兵頭 名 裕美 

フリガナ    モロホシ      トシオ 老人保健施設みかん・昭

和大学 
施設長・主任教授 外部委員 

姓    諸星 名  利男 

フリガナ     ノダ        マサキ 横浜市立みなと赤十字

病院 
院長 臨床研修実施責任者 

姓    野田   名 雅樹  

フリガナ   カサハラ    トモユキ 

秦野病院 院長 臨床研修実施責任者 
姓    笠原 名  友幸 

フリガナ     コガ     トシヒロ 

古閑医院 院長 臨床研修実施責任者 
姓    古閑 名  俊浩 

フリガナ    イナダ    ヨシノリ 駅前神経内科ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研

究所 
院長 臨床研修実施責任者 

姓    稲田 名  良宜 

フリガナ   ヒライシ    マコト 

平石整形外科 院長 臨床研修実施責任者 
姓    平石 名  誠 

フリガナ   イズミ   シュンイチロウ 東海大学医学部付属病

院 
臨床研修管理室長 臨床研修実施責任者 

姓    和泉 名 俊一郎 

フリガナ    コムロ       スミ 

秦野赤十字病院 事務部長 事務部門責任者 
姓    小室 名 壽美 

フリガナ    タカハシ    ユミコ 

秦野赤十字病院 看護部長 看護部門責任者 
姓    高橋 名 由美子 

フリガナ    ショウノ    コウジロウ 

秦野赤十字病院 総務課長  
姓    庄野 名 光二郎 

フリガナ    カトウ    アツコ 

秦野赤十字病院 総務係長  
姓    加藤 名 敦子 

フリガナ    サカイ    チナツ 

秦野赤十字病院 総務課主事  
姓    酒井 名 千夏 
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内科 田中 克明 秦野赤十字病院 院長 37 ○

日本内科学会指導医、日本肝臓学会指導医、日本肥満学会指導

医、日本消化器病学会指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、

日本肝臓学会専門医、日本肥満学会専門医、日本内科学会認定

医

060003202
研修管理医委員長、指導
医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 澤田 玲民 秦野赤十字病院 部長 26 ○
循環器学会専門医

日本内科学会指導医・日本内科学会認定医

日本インターベンション学会指導医
060003202

プログラム責任者、
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

脳神経外科 日髙 聖 秦野赤十字病院 副院長 35 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講

日本脳神経外科学会専門医 060003202
プログラム副責任者、
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

整形外科 草山 毅 秦野赤十字病院 副院長 34 ○ 日本整形外科学会専門医 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 大林 由明 秦野赤十字病院 院長補佐 35 ○
日本内科学会認定医

日本血液学会専門医

日本血液学会血液指導医
060003202

指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 池田 彰彦 秦野赤十字病院 部長 33 ○

日本内科学会専門医・日本内科学会認定医

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医

人間ドック学会認定医

060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

麻酔科 中山 啓子 秦野赤十字病院 部長 31 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講

麻酔科標榜医 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 瀧沢 利一 秦野赤十字病院 部長 29 ○

日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講

日本透析医学会指導医・日本透析医学会専門医

日本腎臓学会専門医・日本腎臓学会指導医

日本内科学会認定医・日本内科学会専門医

日本高血圧学会指導医・死体解剖資格認定

060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

神経内科 谷川 明代 秦野赤十字病院 部長 26 ○
日本内科学会認定医

日本神経学会専門医 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

外科 神 康之 秦野赤十字病院 部長 26 ○

日本外科学会専門医・指導医

日本胸部外科学会認定医

日本がん治療認定機構認定医

日本消化器病学会専門医
060003202

指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

泌尿器科 植木 貞一郎 秦野赤十字病院 部長 23 ○
日本泌尿器科学会指導医

日本泌尿器科学会専門医

日本がん治療認定機構認定医
060003202

指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

脳神経外科 波良 勝裕 秦野赤十字病院 部長 21 ○ 日本脳神経外科学会専門医 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 国見 基瑩 秦野赤十字病院 部長 ○

腎臓学会専門医

総合内科専門医

認定内科医

臨床研修指導医養成講習会受講

060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 馬庭 厚 秦野赤十字病院 部長 ○

呼吸器学会専門医

感染症学会専門医

総合内科専門医

認定内科医

臨床研修指導医養成講習会受講

060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

小児科 兵頭 裕美 秦野赤十字病院 医長 11 ○ 小児学会専門医 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

内科 三浦 雄輝 秦野赤十字病院 医師 ○
消化器病学会専門医

総合内科専門医

認定内科医
060003202

指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

救急 八木 啓一
横浜市立みなと赤
十字病院

救命救急セ
ンター長

36 ○
日本救急学会専門医・指導医・横浜市立みなと赤十字病院医師

臨床研修指導医養成講習会修了 060003202
研修実施責任者、指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

救急 中山 祐介
横浜市立みなと赤
十字病院

救急部長 18 ○
日本内科学会認定内科医、日本救急医学会救急科専門医、

第一回神戸大学医師臨床研修指導医養成講習会修了 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

救急 宮本 大輔
横浜市立みなと赤
十字病院

救急部副部
長

11 ○
日本小児科学会小児科専門医、日本救急医学会専門医、

日本集中治療医学会集中治療専門医、横浜市立みなと赤十字病院医

師臨床研修指導医養成講習会修了
060003202

指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

救急 眞田 千穂
横浜市立みなと赤
十字病院

救急部医長 10 ○
日本救急医学会救急科専門医、横浜市立みなと赤十字病院

医師臨床研修指導医養成講習会修了 060003202
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

精神科 笠原 友幸 秦野病院 院長 34 〇 精神保健指定医 060003202
研修実施責任者、
指導医
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003202

CPC
病理

諸星 利男 昭和大学 主任教授 45 ○ 日本病理学会認定病理医 060003102
指導医、外部委員
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　060003102

内科１、内科２、総合内科 高木 敦司 東海大学医学部付属病院 教授 34 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、平成17年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省後

援）受講済み、日本消化器病学会専門医・指導医、日本内科学会

認定総合内科専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医・指

導医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 小澤 秀樹 東海大学医学部付属病院 准教授 26 ○

平成17年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、、平成22年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省

後援）受講済み、日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科学

会認定総合内科専門医・指導医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 福田 竜基 東海大学医学部付属病院 准教授 22 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本血液学

会血液専門医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 沖 将行 東海大学医学部付属病院 講師 16 ○

平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本血液学

会専門医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 柳 秀高 東海大学医学部付属病院 講師 18 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本感染症

学会専門医、アメリカ内科学会上級会員（FACP）

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 上田 晃弘 東海大学医学部付属病院 助教 12 ○
平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会認定医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科１、内科２、総合内科 小松 昌道 東海大学医学部付属病院 助教 8 ○
平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会認定医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 阿部 直 東海大学医学部付属病院 教授 38 ○

第33回医学教育者のためのワークショップ受講済、日本内科学会

認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本医師会認定産

業医、日本呼吸器学会指導医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 浅野 浩一郎 東海大学医学部付属病院 教授 27 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本アレルギー学会専

門医・指導医、日本内科学会認定内科医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 青木 琢也 東海大学医学部付属病院 准教授 23 ○

第11回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養成ワークショップ受講

済み、日本呼吸器学会専門医、日本内科学会総合内科専門医・指

導医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 浦野 哲哉 東海大学医学部付属病院 准教授 26 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本呼吸器学会

専門医・指導医、日本結核病学会結核・抗酸菌指導医

030287301

030287304

030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 小熊 剛 東海大学医学部付属病院 講師 21 ○

平成19年慶應義塾大学病院臨床研修指導医養成ワークショップ受

講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本アレルギー学会専

門医、日本内科学会認定内科医

030287301

030287304

030287305

指導医

３０.指導医等の氏名等 病院施設番号：　060003　　・
臨床研修病院の名称：

秦野赤十字病院

担当分野 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会

等

の受講経験

有：○

無：×

資格等
プログラム番

号
備考
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内科２、呼吸器内科 端山 直樹 東海大学医学部付属病院 講師 19 ○

平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本呼吸器学会専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支
鏡専門医、日本内科学会認定内科医・指導医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医

030287301

030287304
030287305

指導医

内科２、呼吸器内科 友松 克允 東海大学医学部付属病院 助教 8 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本呼吸器学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医

030287301

030287304
030287305

指導医

心臓血管外科 上田 敏彦 東海大学医学部付属病院 教授 34 ○

平成19年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本胸部外科学会指導医、日本外科学会指導医・専門
医、心臓血管外科専門医

030287301

030287304
030287305

指導医

心臓血管外科 長 泰則 東海大学医学部付属病院 准教授 22 ○
平成22年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み、日本胸部外科学会指導医、日本外科学会指導医・専門

医、心臓血管外科専門医

030287301
030287304

030287305

指導医

心臓血管外科 秋 顕 東海大学医学部付属病院 講師 21 ○
平成23年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み

030287301

030287304
030287305

指導医

心臓血管外科 志村 信一郎 東海大学医学部付属病院 講師 17 ○

平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本心臓血管外科学会専門医、日本外科学会専門医、胸
部・腹部ステントグラフト指導医

030287301

030287304
030287305

指導医

心臓血管外科 古屋 秀和 東海大学医学部付属病院 助教 11 ○
平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 今井 裕 東海大学医学部付属病院 教授 34 ○

平成13年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本医学放射線学会診断専門医、日本消化器内視鏡学
会専門医、日本消化器病学会専門医、日本大腸肛門病学会専門

医・指導医

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 小泉 淳 東海大学医学部付属病院 准教授 27 ○
平成14年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み、日本医学放射線学会診断専門医、日本血管造影・IVR学

会専門医

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 橋本 順 東海大学医学部付属病院 准教授 24 ○

平成21年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本医学放射線学会診断専門医、日本核医学会認定医、
日本核医学会PET核医学認定医

030287301

030287304
030287305

指導医

画像診断科 飯野 美佐子 東海大学医学部付属病院 講師 20 ○
平成19年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本医学放射線学会診断専門医

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 市川 珠紀 東海大学医学部付属病院 講師 23 ○
平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み、日本医学放射線学会診断専門医

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 柳町 徳春 東海大学医学部付属病院 講師 27 ○
平成17年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受

講済み、日本医学放射線学会診断専門医

030287301

030287304
030287305

指導医

画像診断科 山下 智裕 東海大学医学部付属病院 講師 17 ○
平成21年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み、日本医学放射線学会診断専門医、日本血管造影・IVR学

会専門医、検診マンモグラフィー読影認定医

030287301
030287304

030287305

指導医

画像診断科 川田 秀一 東海大学医学部付属病院 助教 11 ○
平成23年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会受
講済み、日本医学放射線学会診断専門医、日本血管造影・IVR学

会専門医

030287301
030287304

030287305

指導医

担当分野 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習会

等

の受講経験

有：○

無：×

資格等
プログラム番

号
備考
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備考

消化器内科 田中　克明 秦野赤十字病院 院長 37 ○
日本内科学会指導医、日本肝臓学会指導医、日本肥満学会指導医、日本消

化器病学会指導医、仁尾本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門

医、日本肥満学会専門医、日本内科学会認定医

060003202
研修実施責
任者・指導
医

循環器内科 澤田　玲民 秦野赤十字病院 部長 26 ○
循環器学会専門医、日本内科学会指導医、日本内科学会
認定医、日本インターベンション学会指導医

060003202

プログラム

責任者・指
導医

脳神経外科 日高　聖 秦野赤十字病院 副院長 35 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講

日本脳神経外科学会指導医
060003202 指導医

整形外科 草山　毅 秦野赤十字病院 副院長 34 ○ 日本整形外科学会専門医 060003202 指導医

血液内科 大林　由明 秦野赤十字病院 院長補佐 35 ○
日本内科学会認定医、日本血液学会専門医、日本血液学
会血液指導医

060003202 指導医

消化器内科 池田　彰彦 秦野赤十字病院 部長 33 ○

日本内科学会専門医、日本内科学会認定医、日本消化器

病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、人間ドッ
グ学会認定医

060003202 指導医

麻酔科 中山　啓子 秦野赤十字病院 部長 31 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講、麻酔科

標榜医
060003202 指導医

腎臓内科 瀧沢　利一 秦野赤十字病院 部長 29 ○

日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講、日本透
析医学会指導医、日本透析医学会専門医、日本腎臓学会

専門医、日本腎臓学会指導医、日本内科学会認定医、日
本内科学会専門医、日本高血圧学会指導医、死体解剖資
格認定

060003202 指導医

神経内科 谷川　明代 秦野赤十字病院 部長 26 ○ 日本内科学会認定医、日本内科学会専門医 060003202 指導医

外科 神　　康之 秦野赤十字病院 部長 26 ○
日本外科学会専門医・指導医、日本胸部外科学会認定
医、日本がん治療認定機構認定医、日本消化器病学会専

門医

060003202 指導医

泌尿器科 植木　貞一郎 秦野赤十字病院 部長 23 ○
日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿器科学会専門医、日

本がん治療認定機構認定医
060003202 指導医

脳神経外科 波良　勝裕 秦野赤十字病院 部長 21 ○ 日本脳神経外科学会専門医 060003202 指導医

内科 国見　基瑩 秦野赤十字病院 部長 27 ○
日本腎臓学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本内
科学会総合内科専門医、日本腎臓学会認定指導医、日本
高血圧学会専門医、日本高血圧学会指導医

060003202 指導医

内科 馬庭　　厚 秦野赤十字病院 部長 21 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本感染症学会指導医・専門医、日本呼吸器学会指
導医・専門医、臨床研修指導医養成講習会受講

060003202 指導医

小児科 兵頭　裕美 秦野赤十字病院 医師 11 ○
小児科学会専門医、日本赤十字社臨床指導医養成講習
会受講

060003202 指導医

内科 三浦　雄輝 秦野赤十字病院 医師 13 ○
日本消化器内視鏡学会専門医・内視鏡専門医、日本内科
学会総合内科専門医、日本内科学会認定医内科医、日本

消化管学会胃腸科専門医

06003202 指導医

内科１、内科２、総合内
科

高木　敦司 伊勢原 教授 38 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、平成17年度プログラム責任者養成講習

会（厚生労働省後援）受講済み、日本内科学会認定総合
内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医、
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、プライマリ･ケア
連合学会認定医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内
科

沖　　将行 伊勢原 准教授 20 ○

平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指
導医、日本血液学会専門医、プライマリ･ケア連合学会認

定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503

030287504

指導医

内科１、内科２、総合内

科
小澤　秀樹 伊勢原 准教授 30 ○

平成17年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、平成22年度プログラム責任者養成講習

会（厚生労働省後援）受講済み、日本内科学会認定総合
内科専門医・指導医、日本循環器学会認定循環器専門
医、プライマリーケア連合学会認定医・指導医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

副プログラ

ム責任者・
指導医

内科１、内科２、総合内
科

伊藤　正仁 伊勢原 講師 14 ○
平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指
導医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内
科

上田　晃弘 伊勢原 講師 16 ○
平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指
導医、日本感染症学会専門医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内
科

柳　　秀高 伊勢原 講師 22 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定内科専門医・指導
医、日本感染症学会専門医、米国内科学会上級会員
（FACP）、プライマリ･ケア連合学会認定医、集中治療専門

医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503

030287504

指導医

内科１、内科２、総合内

科
石原　　徹 伊勢原 助教 8 ○

平成27年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指

導医、集中治療専門医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内

科
小林　貴子 伊勢原 助教 14 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成

講習会受講済み

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内

科
小松　昌道 伊勢原 助教 12 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指

導医、集中治療専門医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内
科

篠田　拓真 伊勢原 助教 9 ○
平成26年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医、プ
ライマリ･ケア連合学会認定医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総合内
科

田中佳壽子 伊勢原 助教 10 ○
平成25年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医、プ
ライマリ･ケア連合学会認定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 浅野浩一郎 伊勢原 教授 31 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成
講習会受講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本
アレルギー学会専門医・指導医、日本内科学会認定内科

医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503

030287504

指導医

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経

験
年数

資格等 プログラム番号

指導医
講習会

等の
受講経

験
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備考

消化器内科 田中　克明 秦野赤十字病院 院長 37 ○
日本内科学会指導医、日本肝臓学会指導医、日本肥満学会指導医、日本消

化器病学会指導医、仁尾本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門

医、日本肥満学会専門医、日本内科学会認定医

060003202
研修実施責

任者・指導

医

循環器内科 澤田　玲民 秦野赤十字病院 部長 26 ○
循環器学会専門医、日本内科学会指導医、日本内科学会認定

医、日本インターベンション学会指導医
060003202

プログラム

責任者・指

導医

脳神経外科 日高　聖 秦野赤十字病院 副院長 35 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講　　　　　　　　日

本脳神経外科学会指導医
060003202 指導医

整形外科 草山　毅 秦野赤十字病院 副院長 34 ○ 日本整形外科学会専門医 060003202 指導医

血液内科 大林　由明 秦野赤十字病院 院長補佐 35 ○
日本内科学会認定医、日本血液学会専門医、日本血液学会血

液指導医
060003202 指導医

消化器内科 池田　彰彦 秦野赤十字病院 部長 33 ○
日本内科学会専門医、日本内科学会認定医、日本消化器病学

会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、人間ドッグ学会認

定医
060003202 指導医

麻酔科 中山　啓子 秦野赤十字病院 部長 31 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講、麻酔科標榜

医
060003202 指導医

腎臓内科 瀧沢　利一 秦野赤十字病院 部長 29 ○

日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講、日本透析医

学会指導医、日本透析医学会専門医、日本腎臓学会専門医、

日本腎臓学会指導医、日本内科学会認定医、日本内科学会専

門医、日本高血圧学会指導医、死体解剖資格認定

060003202 指導医

神経内科 谷川　明代 秦野赤十字病院 部長 26 ○ 日本内科学会認定医、日本内科学会専門医 060003202 指導医

外科 神　　康之 秦野赤十字病院 部長 26 ○
日本外科学会専門医・指導医、日本胸部外科学会認定医、日

本がん治療認定機構認定医、日本消化器病学会専門医
060003202 指導医

泌尿器科 植木　貞一郎 秦野赤十字病院 部長 23 ○
日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿器科学会専門医、日本が

ん治療認定機構認定医
060003202 指導医

脳神経外科 波良　勝裕 秦野赤十字病院 部長 21 ○ 日本脳神経外科学会専門医 060003202 指導医

内科 国見　基瑩 秦野赤十字病院 部長 27 ○
日本腎臓学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本内科学

会総合内科専門医、日本腎臓学会認定指導医、日本高血圧学

会専門医、日本高血圧学会指導医

060003202 指導医

内科 馬庭　　厚 秦野赤十字病院 部長 21 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日

本感染症学会指導医・専門医、日本呼吸器学会指導医・専門

医、臨床研修指導医養成講習会受講
060003202 指導医

小児科 兵頭　裕美 秦野赤十字病院 医師 11 ○
小児科学会専門医、日本赤十字社臨床指導医養成講習会受

講
060003202 指導医

内科 三浦　雄輝 秦野赤十字病院 医師 13 ○
日本消化器内視鏡学会専門医・内視鏡専門医、日本内科学会

総合内科専門医、日本内科学会認定医内科医、日本消化管学

会胃腸科専門医

06003202 指導医

内科１、内科２、総
合内科

高木　敦司
東海大学医学部付
属病院

教授 38 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、平成17年度プログラム責任者養成講習会（厚生

労働省後援）受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・

指導医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器内視

鏡学会専門医・指導医、プライマリ･ケア連合学会認定医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

沖　　将行
東海大学医学部付
属病院

准教授 20 ○
平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日

本血液学会専門医、プライマリ･ケア連合学会認定医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

小澤　秀樹
東海大学医学部付
属病院

准教授 30 ○

平成17年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、平成22年度プログラム責任者養成講習会（厚生

労働省後援）受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・

指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、プライマリーケア

連合学会認定医・指導医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

副プログラ

ム責任者・

指導医

内科１、内科２、総
合内科

伊藤　正仁
東海大学医学部付
属病院

講師 14 ○
平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

上田　晃弘
東海大学医学部付
属病院

講師 16 ○
平成20年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日

本感染症学会専門医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

柳　　秀高
東海大学医学部付
属病院

講師 22 ○

平成16年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定内科専門医・指導医、日本感

染症学会専門医、米国内科学会上級会員（FACP）、プライマリ･

ケア連合学会認定医、集中治療専門医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

石原　　徹
東海大学医学部付
属病院

助教 8 ○
平成27年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、集

中治療専門医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総
合内科

小林　貴子
東海大学医学部付
属病院

助教 14 ○
平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総

合内科
小松　昌道

東海大学医学部付

属病院
助教 12 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、集

中治療専門医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総

合内科
篠田　拓真

東海大学医学部付

属病院
助教 9 ○

平成26年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医、プライマリ･

ケア連合学会認定医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科１、内科２、総

合内科
田中佳壽子

東海大学医学部付

属病院
助教 10 ○

平成25年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本内科学会認定総合内科専門医、プライマリ･

ケア連合学会認定医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 浅野浩一郎
東海大学医学部付

属病院
教授 31 ○

平成24年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本アレルギー

学会専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・指導医、日本

がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 青木　琢也
東海大学医学部付
属病院

准教授 27 ○

第11回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養成ワークショップ

受講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本内科学会総

合内科専門医・指導医、日本睡眠学会睡眠医療認定医、日本

がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505

030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 小熊　　剛
東海大学医学部付
属病院

准教授 25 ○

平成19年慶應義塾大学病院臨床研修指導医養成ワークショッ

プ受講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本アレルギー

学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医・指導医、

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 新美　京子
東海大学医学部付
属病院

講師 17 ○

平成25年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本呼吸器学会専門医、日本アレルギー学会専

門医、日本内科学会認定内科医・指導医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503
030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 端山　直樹
東海大学医学部付
属病院

講師 23 ○

平成18年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本呼吸器内

視鏡学会気管支鏡専門医・指導医、日本内科学会認定内科

医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506
030287503

030287504

指導医

内科２、呼吸器内科 滝口　寛人
東海大学医学部付

属病院
助教 8 ○

平成27年東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会受講済み、日本呼吸器学会専門医、日本内科学会認定内科

医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

030287501　030287505
030287502　030287506

030287503
030287504

指導医

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経

験
年数

資格等 プログラム番号
指導医講

習会等の
受講経験
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・研修受入れ診療科一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修受入れ診療科一覧                                
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科
目

秦
野
赤
十
字
病
院

横
浜
市
立
み
な
と

赤
十
字
病
院

東
海
大
学
医
学
部

付
属
病
院

秦
野
病
院

老
人
保
健
施
設

み
か
ん

古
閑
医
院

駅
前
神
経
内
科

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

研
究
所

平
石
整
形
外
科

【必須科目】

内科 ○

救急 ○ ○

地域医療 ○ ○ ○

小児科 ○ ○

産婦人科 ○

【選択必修科目】

外科 ○

麻酔科 ○

精神科 ○

【選択科目】

腎臓内科 ○

神経内科 ○

消化器内科 ○

血液・化学療法・
輸血医療

○

一般・消化器
外科

○

小児科 ○

整形外科 ○

泌尿器科 ○

脳神経外科 ○

麻酔科 ○

総合内科 ○

呼吸器内科 ○

心臓血管外科 ○

画像診断科 ○

地域保健 ○  
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・研修プログラムの概要 
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研修プログラムと 30 年度募集について 

 

プログラム                                     

 

月 期間 研修分野 病院・施設

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月

3月

4月 1か月 「小児科」
「秦野赤十字病院」

「東海大学医学部付属病院」

5月 1か月 「産婦人科」 「東海大学医学部付属病院」

6月 1か月 「地域医療」
「駅前神経内科メンタルヘルス研究所」

「古閑医院」
「平石整形外科」

7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

「内科」

「救急」

選択必修科目
「外科」、「麻酔科」、「精神科」
※2科目以上を選択

選択科目
「腎臓内科」「消化器内科」
「血液・化学療法・輸血医療研修」
「一般消化器外科」「整形外科」
「チーム医療」「地域保健研修」
「総合内科」「呼吸器内科」
「心臓血管外科」「画像診断科」
「小児科」

「秦野赤十字病院」

「秦野赤十字病院」
「横浜市立みなと赤十字病院」

「秦野赤十字病院」
「秦野病院（精神科）」

「秦野赤十字病院」
「老人保健施設みかん」

「東海大学医学部付属病院」

１
年
次

6か月

3か月

3か月

9か月

２
年
次

 

 

【特徴】 

 本プログラムでは、社会的に強く要望されているプライマリ・ケアの基本的能力の充実の

ために、１年次に必修科目である内科研修を６ヶ月、救急部門を３ヶ月行い、残りの３ヶ月

間にて選択必修科目の研修を行う。２年次には必修科目である地域医療、小児科、産婦人科

を１ヶ月行い（産婦人科については東海大学医学部付属病院にて実施）、選択科目にて９ヶ月

間研修をします。これらのことにより幅広い多様な研修を可能にしています。 

 

【募集人員】 

 秦野赤十字病院初期臨床研修プログラム 募集人員２人 
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研修医の募集                                     

 

1. 募集方法 

あらかじめ本プログラムを公開し、全国に公募します。当院企画課が応募の窓口となりま

す。 

 

2. 応募方法 

当院の指定する応募書類を用いて申請します。別紙「募集要項」を参照。 

 

3. 研修医の選抜方法 

当院は、日本医師臨床研修マッチング協議会の行う研修医マッチングシステムに参加し、

その日程に従い、当院の研修プログラムに応募した研修希望者に対して、医療面接等によ

る採用試験を実施 します。その後は、選考結果に基づき希望順位表をマッチング協議会

に提出し、マッチング及びその結果を待って採用者を決定します。組み合わせが決定しな

かった分についてはマッチング終了後に募集し、採用試験を実施の上採用者を決定します。 

 

4. 研修期間 

原則として、平成 30 年 4月 1日～平成 32年 3月 31日までの２年間とします。 

 

研修課程                                       

 

1. 研修医の所属 

秦野赤十字病院の所属とします。 

2. 研修方式 

（1） 研修科目は、１年次に必修である内科（6 ヶ月）、救急（3 ヶ月）、選択必修である 3

科目（外科、麻酔科、精神科）よ 2 科目を 3 カ月で研修します。２年次には必修であ

る地域医療（1ヶ月）行い、残り 11ヶ月間を選択研修とします。選択研修では、研修

医の判断に従って研修不十分な内容の補填や将来の専門分野への研修が期待できます。 

（2） 研修医は、研修開始前に２年間の研修プログラムとローテーションをあらかじめ決定

します。その場合のローテーションの順番や希望研修科については、研修医の希望に

沿って研修管理委員会が調整します。 

（3） 研修期間全体を通じて、各科症例検討会、ＣＰＣ等へ出席することを必修とします。 

（4） 管理型相当研修病院における研修は、原則として研修期間全体の８ヶ月以上とします。 

 

臨床研修の管理運営体制                                

 

1. 秦野赤十字病院に研修管理委員会を置き、各研修施設に任者を置きます。 

2. 研修管理委員会は、次に掲げる業務を行います。 

（1） 研修プログラムに則った研修の実施及び管理 

（2） 研修医の全体的管理 

（3） 研修医の研修状況の管理 

（4） 担任指導医等の指導、管理 

（5） その他、卒後臨床研修に関する業務 
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指導体制                                       

 

1. 研修医が研修する各研修科に、臨床研修責任者と担任指導医を置いています。また、その

下に「屋根瓦方式」の指導体制として研修協力医を置き、責任ある研修を行います。 

2. 担任指導医は、日常の臨床研修に従事する臨床経験７年以上で、プライマリ・ケアを中心

とした指導を行い得る十分な臨床経験と高い指導技能を有し、勤務体制上指導時間を十分

に取れる専任医師です。 

3. 担任指導医１人が指導を受け持つ研修医は、原則として１人とします。担任指導医は研修

期間中、研修医の指導と評価、評価のフィードバックを受け持ちます。 

 

研修評価                                       

 

1. 研修医の知識・技能・態度の臨床研修目標に対する達成度を測定するため、評価を行いま

す。 

2. 評価は、診療技術面のみならず、チーム医療や患者とのコミュニケーションの面も含め、

多面的に実施します。 

3. 研修管理委員会では、各研修終了時に、評価表に沿って研修医の自己評価と担任指導医か

らの評価、看護師長からの評価、受持ち患者からの評価、ならびに研修医による指導評価

を実施します。 

4. 担任指導医は担当する研修科での指導期間中、日常的な観察を通じて、研修目標の到達状

況を把握し評価します。また、各評価者から提出された評価表を取りまとめ、評価結果を

研修医に説明すると共に、その結果を基に研修医が研修到達目標達成に近づくよう適切な

助言・指導を行います。 

5. ２年間の研修終了時にＯＳＣＥ（客観的臨床研修能力試験）と研修医の最終自己評価を実

施します。 

 

臨床研修の終了                                       

 

（1） 研修管理委員会は、研修医の臨床研修期間終了に際し、ＯＳＣＥ評価表、その他の評

価表等を基に、研修到達目標の達成度を総合評価します。 

（2） 総合評価に基づき、研修医が臨床研修を終了したと認められる時には臨床研修終了証

を交付します。 

（3） 総合評価に基づき、研修医が臨床研修を終了していないと認めた時には、その旨を研

修医に通知します。 

 

※医師としての適正に欠く場合など臨床研修を継続することが困難な場合には、当該研修医

に対する臨床研修を中断します。 

 

 

研修医の基本的任務                                       

（1） 研修医は、担任指導医のもとに、担当医として主治医の指示する診療を行います。ま

た、診療科以外の部門ではその責任者のもとで研修します。 

（2） 診療に当たっては、主治医が決定した診療計画に基づき、医学的に正しい診療を行う

ものとします。 
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（3） 研修医は、各研修施設の医療安全管理体制に従い、患者に対する責任を持って事故の

発生を未然に防ぐとともに、事故発生時には速やかに所定の手続きを取らなければな

りません。 

（4） 研修医の研修期間中のアルバイト診療は禁止します。 

（5） 研修期間中、研修医には研修施設の諸規則、関連法令を遵守する義務があります。 

 

研修医の処遇                                     

 

処遇の適用 病院独自の処遇に従う
常勤・非常勤の別 常勤

基本手当：400,000/月
賞与：400,000/年
※税込
基本手当：420,000/月
賞与：420,000/年
※税込

時間外手当 有
休日手当 有

8：30～17：00
時間外勤務の有無：有
有給休暇(1年次)  ：15日
有給休暇(2年次)  ：21日
夏季休暇：有
年末年始：有
その他休暇：土、日、祝日、年末年始、創立記念日、冠婚葬祭等に伴う特別有給休暇

当直 4回/月
研修医のための宿舎 無、但し住居手当の支給あり（28,500円）
研修医のための個室 1室

公的医療保険：組合管掌健康保険
公的年金保険：厚生年金
労働者災害補償保険法の適用：有
国家・地方公務員災害補償法の適用：無
雇用保険：有

健康管理 健康診断：年2回
病院において加入：する
個人加入：任意
学会研究会等への参加：可
学会研究会等への参加費用支給：有

外部研修活動

■処遇

■研修手当

■勤務時間、休暇

■その他

一年次

二年次

勤務時間

休暇

社会保険・労働保険の扱い

医師賠償責任保険
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後期研修、初期研修終了後の専門医資格取得について                                       

  

 初期研修終了およびその後の研修で取得可能な専門医資格については次の一覧となってい

ます。 

 

・初期研修終了およびその後の研修で取得可能な専門医資格一覧 

 

科 取得可能な専門医の資格

内科 認定内科医

内科（消化器） 消化器病専門医

内科（血液） 血液専門医

内科（循環器） 循環器専門医

内科（腎臓） 腎臓専門医

内科（透析） 透析専門医

神経内科 神経内科専門医

外科 外科専門医

外科 消化器外科専門医

外科 消化器内視鏡専門医

外科 がん治療認定医

整形外科 整形外科専門医

泌尿器科 泌尿器科専門医

脳神経外科 脳神経外科専門医
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・各科研修プログラム 

（必修科・必修選択科） 
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〔必修〕内科臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                      

 １年目必修科目 

 研修期間 内科全体で、６ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                               

 将来どの科を専攻するとしても、その基礎となる内科診療に関する基本的な知識・技能を

身に付け、疾患の病態を理解し、患者に対しても適切な指導・管理を行うことができるよう

になることは医師として重要な意味をもつ。 

 本病院では、地域医療を主体として種々に内科疾患に接することが可能であり、その意味

でも有意義な研修が期待できる。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯｓ）                              

 １．総論 

  １）基本的診察 

    卒前に習得した事項を基本とし、内科の初期診療に必要な基本的診察法を身に付け

ることができる。 

（1）面接・問診（患者・家族との適切なコミュニケーション、発病の経過、既往歴） 

  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（2）全身の観察（バイタルサイン、精神状態、皮膚の観察、表在リンパ節の診察を含む） 

  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（3）頭部・頸部の観察                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（4）胸部の診察                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（5）腹部の診察                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（6）骨・関節・筋肉系の観察                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（7）神経学的診察                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

  ２）症状の把握 

 症状及び徴候を正確かつ要領の良い問診と診察で把握し、正確な診断への方向づけ

ができる臨床的な技術を身に付ける。 

(1) 消化器：腹痛、悪心と嘔吐、食欲不振、吐血と下血、便通異常、黄疸、腹水など 

(2) 循環器：高血圧、低血圧（ショックを含む）、呼吸困難、浮腫、チアノーゼ、胸痛、

動悸、ばち指など 

(3) 呼吸器：咳、痰、喀血、呼吸困難、喘鳴、嗄声、チアノーゼ、胸痛など 

(4) 血液：貧血、白血球増多と減少、出血性素因、肝脾腫、リンパ節腫など 

(5) 腎尿路：尿量異常、尿蛋白、血尿、浮腫、尿毒症、膿尿など 

(6) 神経：頭痛、意識障害、めまい、言語障害、痴呆、髄膜刺激症状、頭蓋内圧亢進症

状、運動麻痺、知覚障害、不随意運動、運動失調、痙攣、筋萎縮など 

(7) 自己免疫疾患：紅斑、脱毛、レイノー症状、関節痛、発熱など 

(8) 感染症：発熱、発疹、リンパ節腫脹、肝脾腫など 

 ３）基本的検査法 － ①                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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  必要に応じて自ら検査を実施して結果を解釈できる。 

(1) 検尿 

(2) 検便 

(3) 血算 

(4) 出血時間 

(5) 血液型判定・交叉適合試験 

(6) 動脈血ガス分析 

(7) 心電図 

(8) 簡単な細菌学的検査 

 

 ４）基本的検査法 － ②                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  適切に検査を選択・指示し、結果を解釈できる。 

(1) 血液生化学検査 

(2) 血液免疫学的検査 

(3) 肝機能検査 

(4) 腎機能検査 

(5) 肺機能検査 

(6) 内分泌検査 

(7) 細菌学的検査 

(8) 薬剤感受性検査 

(9) 髄液検査 

(10) 超音波検査 

(11) 単純Ｘ線検査 

(12) 造影Ｘ線検査 

(13) Ｘ線ＣＴ検査 

(14) 核医学検査 

 

 ５）基本的検査法 － ③                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  適切に検査を選択・指示し、専門家の意見に基づき結果を解釈できる。 

(1) 細胞診・病理組織検査 

(2) 内視鏡検査 

(3) 脳波検査 

 

 ６）基本的治療法 － ①                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  適応を決定、実施できる。副作用、配合禁忌、使用上の注意を理解する。 

(1) 薬剤の処方 

(2) 輸血（水・電解質代謝、種類・適応などの理解） 

(3) 輸血・血液製剤の使用 

(4) 抗生物質の使用 

(5) 副腎皮質ステロイド薬の使用 

(6) 抗腫瘍化学療法 

(7) 麻薬の処方、管理 

(8) 呼吸管理 

(9) 循環管理（不整脈を含む） 
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(10) 中心静脈栄養法 

(11) 経腸栄養法 

(12) 食事療法・運動療法 

(13) 療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄を含む） 

 

 ７）基本的治療法 － ②                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  必要性を判断し、適応を決定できる。 

(1) 外科的治療 

(2) 放射線的治療 

(3) リハビリテーション 

(4) 精神的、心身医学的治療 

 

 ８）基本的手段                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  適応を決定し、実施できる。 

(1) 注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、中心静脈確保） 

(2) 採血法（静脈血、動脈血） 

(3) 穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔、骨髄など） 

(4) 導尿法 

(5) 浣腸 

(6) ガーゼ・包帯交換 

(7) ドレーン・チューブ類の管理 

(8) 胃管の挿入と管理 

(9) 局所麻酔法 

(10) 滅菌消毒法 

(11) 簡単な切開・排膿法 

(12) 皮膚縫合法 

(13) 包帯法 

(14) 軽度の外傷の処置 

 

 ９）急処置法                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 緊急を要する疾病の諸原因を診断し、適切な処置を行い必要に応じて専門医に診療を

依頼できる。 

(1) バイタルサイン（意識、体温、呼吸、循環動態、尿量などのチェック） 

(2) 発症前後の状況の把握（患者、家族、同僚、付き添い人等からも収集） 

(3) 人工呼吸及び胸骨圧迫式マッサージ 

(4) 静脈の確保 

(5) 気管内挿管 

(6) 気管切開の適応と決定 

(7) レスピレーターの装着と調節 

(8) 直流除細動の適応の判定と実施 

(9) 必要な薬剤（速効性強心剤、利尿薬等）の投与 

(10) 大量出血への対策 

(11) 創傷の基本的処置（止血、感染防止、副木など） 

(12) 中心静脈圧の測定 
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(13) 採血して血液ガス分析を行い結果を解釈できる 

(14) 重傷患者の転送時の指示 

(15) 緊急手術の際の検査法、処置法の決定 

 

 10）末期医療                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  適切に治療し管理できる。 

(1) 人間的、心理的立場に立った治療（除痛対策を含む） 

(2) 精神的ケア 

(3) 家族への配慮 

(4) 死への対応 

(5) 死後の法的処置 

 

 ２.各論 

 １）消化器 

 消化器疾患の診断のために、適切な検査を指示することができ、また治療を行うこと

ができる。 

 また、救急に対処し、状態を安定化させながら手術あるいは高度な検査の適応を決定

できる能力を身に付ける。 

（1） 以下について、検査の方法を理解し、主要な所見を指摘できる。 

① 上部、下部消化管造影および内視鏡検査         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② ブドウ糖負荷試験                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 消化吸収試験                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 肝機能検査試験                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ 肝炎ウィルスマーカー                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ ＣＥＡ、ＡＦＰ、ＣＡ１９－９、エラスターゼ１     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 超音波診断法                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑧ 間接的胆道造影法、経皮経肝的胆道造影法、内視鏡的逆行性胆管膵管造影の方法、

適応、禁忌                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ 肝生検の適応、禁忌                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑩ 胃液検査                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑪ Ｘ線ＣＴ検査                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑫ 腹部血管撮影                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑬ ＭＲＩ検査                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

（2） 以下の治療ができる。 

① 消化管疾患の食事療法、薬物療法            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 消化器疾患の救急処置（消化管疾患の内科的止血、ショック、肝性昏睡など） 

              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 消化器疾患の手術適応の決定               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

（3） 以下の治療法、適応及び合併症について述べることができる。 

① 内視鏡的ポリープ切除術                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 食道癌の放射線療法、進行消化器癌の化学療法       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 肝炎に対するインターフェロン療法           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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④ 血漿交換の方法、適応                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ 肝動脈塞栓術の方法、適応および副作用         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ 経口胆石溶解療法                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 経皮経肝ドレナージ法                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑧ 内視鏡的乳頭括約筋切開術・拡張術           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ 食道静脈瘤の硬化療法                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑩ 中心静脈栄養の理論と実施法              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 ２）呼吸器 

 呼吸器の感染性ならびに非感染性疾患の診断と治療ができる。また、呼吸不全を他の

病態から鑑別し救急治療ができる能力を身に付ける。 

(1) 以下の検査を確実に実施し、主要な所見を指摘できる。 

① 胸部単純及び断層撮影                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 喀痰採取法 グラム染色と抗酸菌染色標本の観察、起炎菌の推定および細胞診 

          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ  

③ 胸腔穿刺、検体の取り扱い               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 肺機能検査                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ 動脈血ガス分析                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ 気管支内視鏡検査の適応の決定             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ Ｘ線ＣＴ検査                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

(2) 呼吸器疾患の治療が正しく行える。 

① 鎮咳、去痰薬の適切な使用               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 抗生物質                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 吸入療法                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 酸素療法：方法、適応、副作用             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ 気管支拡張薬                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ ステロイド薬                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ レスピレーターの適応、操作              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑧ 脱気療法の適応                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ 体位ドレナージの指導                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

３) 感染症 

 感染部位と起炎菌（ウイルスを含む）同定し、患者の状態に基づいて適切な治療がで

きるようになるための知識と技能を身に付ける。 

① 感染部位別に起炎菌の頻度を述べることができる     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 一般細菌、真菌、寄生虫、ウィルス検査のために、以下の材料を正しく採取し輸

送、保存できる。膿、採取液、喀痰、尿、糞便、血液（採取時期、回数など） 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 塗抹標本のグラム染色、抗酸性染色、起炎菌の推定     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 血清学的診断の方法と評価                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ （ウィルス、一般細菌、リケッチア、スピロヘータ、真菌、マイコプラズマ、寄生虫） 

⑥ 薬剤感受性検査の意義の把握               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 抗生物質の薬理の理解と適切な治療           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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⑧ ＡＩＤＳなどのウィルス疾患の治療法          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ 院内感染、日和見感染、菌交代現象、Immunocompromised host の概念の理解 

              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

４) 中毒並びに物理的原因による疾患 

 中毒並びに物理的要因による疾患において、すみやかな原因の除去と救急対処法を実

施できる知識と技能を身に付ける。 

① 胃洗浄の適応と実施                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 有機リン、カーバメート剤中毒に対する硫酸アトロピン、パムの適切な投与 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 血漿交換療法、人工透析の適応ならびに方法        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

５) アレルギーおよび自己免疫疾患 

 各種アレルギー疾患に対処し、長期健康管理計画がつくれる知識と技能を身に付ける。 

(1)アレルギー反応の分類                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(2)以下の検査方法を理解し、結果の評価ができる。 

① 皮膚反応                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 眼反応                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 粘膜反応                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ ＩｇＥ、ＩｇＥ抗体測定                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ ツベルクリン反応、ＤＮＣＢ皮膚判定          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ リュウマチ因子                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 抗核抗体、抗ＤＮＡ抗体、抗ＲＮＰ抗体、ＬＥ細胞現象  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑧ 免疫複合体                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ クームス試験                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑩ 抗甲状腺抗体、その他の抗臓器抗体など         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑪ 免疫電気泳動                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑫ 補体                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑬ リンパ球芽球化試験                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

（3）治療 

① アナフィラキーショック、蕁麻疹、気管支喘息に対する薬物療法 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② ステロイド、免疫抑制薬、免疫調整薬、非ステロイド抗炎症薬 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 減感作療法の方法と効果                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 自己免疫疾患患者の生活指導              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 

６） 腎・尿路 

 詳細な病歴、正確な現象の把握、血圧、浮腫、尿所見、腎機能検査結果から糸球体腎

炎、腎不全の診断と治療方針が決定できる。尿路感染症の診断と治療ができる。 

(1)腎機能の各要素の理解                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 （酸・塩基調整、水電解質代謝、腎の内分泌能など） 

(2)腎機能検査 
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① 尿・血液生化学的検査（ＧＦＲ、ＲＰＲ、尿細管機能）   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② クリアランス（ＧＦＲ、ＲＰＲ、尿細管機能）       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 濃縮・希釈試験                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 腎盂造影                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ レノグラフィー                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(3)腎血管造影・腎生検の適応                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(4)超音波検査、Ｘ線ＣＴ検査                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(5)急性腎不全の診断と治療                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(6)腎疾患患者の治療、管理                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

① 利尿薬、降圧薬、ステロイド、免疫抑制薬、抗炎症薬、抗凝血薬など 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 食事療法                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 輸液療法                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 透析療法（腹膜、血液）、血漿交換療法、腎移植の適応、合併症とその処置 

              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

７）  血液 

 鉄欠乏性貧血を他の貧血より鑑別し、治療できる。骨髄増殖性疾患については、専門

医に紹介することができるようにする。 

(1)以下の検査法を確実に実施でき、主要な所見を指摘できる。 

① 末梢血塗抹標本の作成と鏡検              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 骨髄穿刺、骨髄像                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(2)以下の検査法を理解し、主要所見を指摘できる。 

① 赤沈                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 血球の細胞化学                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（ペルオキシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、エステラーゼ、ＰＡＳ反応） 

③ 赤血球抵抗試験                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 交叉試験                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（食塩法、アルブミン法、ブロメリン法、クームステスト） 

⑤ 造血と血球崩壊に関連する物質             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（血清鉄、鉄結合能、血清フェリチン、ビタミンＢ１２、葉酸、エリスロポエチン、

ハプトグロビン、ビリルビン代謝など） 

⑥ 血漿蛋白定量および質的検査（電気泳動法、免疫電気泳動法） 

Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 免疫血液学の諸検査                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑧ 白血病の大まかな鑑別                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑨ 凝固検査                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（プロトロンビン時間、活性化部分トンボプラスチン時間、トロンビン時間） 

⑩ フィブリノーゲン、ＦＤＰ               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(3) 治療 

① 鉄欠乏性貧血の原因の追求と治療（経口、注射）     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 白血球、悪性リンパ腫の化学療法            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 再生不良性貧血の治療                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 輸血（全血、成分輸血、血液製剤、凝固因子濃縮製剤など）の適応、方法、副作
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用                           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

８） 分泌、代謝 

 主要な疾患（甲状腺疾患、糖尿病、肥満）の診断、治療、生活指導ができるようになる

ための能力を身に付ける、高血糖ならびに低血糖性昏睡の診断と救急治療ができるように

する。 

(1)以下の検査法を正確に理解し、検査前の準備、検体の採取方法を含めて完全に実施でき、

結果を解釈できる。 

① 甲状腺機能検査                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 糖負荷試験（ＩＲＩ、尿中ＣＰＲ、ＨｂＡ１ｃを含む）    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(2)以下の機能検査の主要なものの適応を決定し、指示することができる。 

  間脳下垂体前葉機能、下垂体後葉、副腎皮質ならびに髄質機能など。 

                               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(3)内分泌腺形態検査法を適切に指示し、主要な変化を指摘できる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(4) 治療 

① 補充療法（甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン）      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 甲状腺機能抑制法（抗甲状腺剤）             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

③ 高カルシウム血症に対する治療               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

④ 糖尿病の食事療法の適切な指導               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑤ 糖尿病の薬物療法                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑥ 高脂血症の治療                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

⑦ 痛風の食事および薬物療法                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

９） 神経 

  脳血管障害、痙攣の診断と救急治療ができ、症状安定化後、リハビリテーション計画をた

てることができる能力を身に付ける。 

(1)以下の検査が確実にできる。 

① ベッドサイドでの神経学的診察               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

② 髄液採取および判定                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(2)以下の検査の適応を決定し、主要な変化を指摘できる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ①脳波                             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ②頭部ＣＴ、ＭＲＩ                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  ③筋電図、神経伝達速度                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ④頭蓋単純撮影                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ⑤脳血管造影                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ⑥神経、筋生検                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ⑦薬理学的検査（テンシロンテストなど）           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(3)以下の救急処置ができる。 

 ①意識障害、痙攣などの処置                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ②呼吸障害                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ③脳外傷、硬膜下血腫の一次対応               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(4)リハビリテーションの治療計画の決定             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(5）細菌性髄膜炎の診断と抗生物質療法             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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 Ⅳ 研修方法                                    

1. 指導医のもとに、入院患者、救急患者の診療を中心に研修を行う。研修場所は、主と

して内科病棟で、症例はできるだけ各分野にわたるように選ぶ。 

2. 循環器、消化器、神経系、呼吸器、腎臓、血液、代謝、内分泌、感染症、膠原病、ア

レルギーなどの疾患については、少なくとも１～２例以上を必修とし、計２０例以上

を研修するものとする。 

3. 受持ち患者および家族と指導医の面談時には、必ず立ち会う。 

4. 担当医患者の病歴の抄録を作成し、研修手帳には、症例の所定事項を記入し、研修終

了時に検印をうける。 

5. 病棟及び救急室において、内科診療に必要な各種手技を指導医立会いのもとに習得す

る。 

6. 受持ち患者を中心に各種検査に立会い、その手技および検査結果の判定法を学ぶ。 

7. 内科の症例検討会（週１～２回）、フィルムカンファランス、ＣＰＣ、病院の症例検討

会には必ず出席する。 

8. 指導医のもと研修当直を行う。 

 

研修資料、参考書 

1） 臨床雑誌 内科 

2） The New England journal of medicine 

3） MP（メディカル・プラクティス） 

4） インフェクション・コントロール 

5） Blood  

6） circulation 

7） 血液・腫瘍科 

8） 腎と透析 

9） 肝・胆・膵 

10） 消化器画像 

11） 消化器内視鏡 

12） CLINICAL NEUROSCIENCE 
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 Ⅴ 指導医リスト                                  

 

指導医名 職名 学会・資格等

大林　由明
院長補佐
第一内科部長

日本血液学会専門医
日本血液学会血液指導医
日本内科学会認定医
臨床研修指導医養成講習会受講

澤田　玲民
院長補佐
循環器科部長

循環器学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講

瀧沢　利一 第二内科部長

腎臓学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
総合内科専門医
認定内科医
臨床研修指導医養成講習会受講

池田　彰彦 第一消化器科部長
消化器病学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講

国見　基瑩 第三内科部長

腎臓学会専門医
総合内科専門医
認定内科医
臨床研修指導医養成講習会受講

馬庭　厚 総合内科部長

呼吸器学会専門医
感染症学会専門医
総合内科専門医
認定内科医
臨床研修指導医養成講習会受講

谷川　昭代 神経内科部長
神経学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講

三浦　雄輝 消化器内科医師
消化器病学会専門医
総合内科専門医
認定内科医  
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〔必修〕内科 （循環器科）臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                      

  １年目、内科全体で６ヶ月の中の４～８週間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                               

 将来どの科を専攻するとしても、主要な循環器疾患に対応できる基礎的技能及び知識を養

うことを目的とする。循環器救急疾患の初期治療ができ、さらに専門的治療の必要性を判断

できる能力を身に付けることを目標とする。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯｓ）                               

1. 心音の聴取がきちんとでき、正常と異常とを説明できる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

2. 胸部Ｘ線写真で心陰影の正常と異常を説明できる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3. 心電図をきちんととることができる。              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4. 心電図波形の正常を把握し、異常所見を指摘できる。       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

5. 危険でない不整脈と致死性不整脈を鑑別できる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

6. 運動負荷心電図の適応と結果判定ができる（実技を含む）。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

7. 長時間心電図（ホルター心電図）の適応と結果判定ができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8. 心エコーの主要な所見を述べることができる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9. モニターの基本操作ができ、圧や心拍出量を測定できる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

10. 心臓カテーテル検査の適応、禁忌について説明できる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

11. 心臓カテーテル検査で撮影した心血管陰影の主要所見を説明できる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

12. 心不全、ショックの病態生理を説明できる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

13. 急性心筋梗塞の診断ができ、治療方針を立てることができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

14. 狭心症の診断ができ、治療方針を立てることができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

15. 高血圧症の診断ができ、治療方針を立てることができる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

16. ペースメーカの適応と禁忌を説明することができる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

17. 心筋症の診断ができ、治療方針を立てることができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

18. 肺梗塞と心筋梗塞の鑑別ができる。              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

19. 降圧剤の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

20. 抗狭心症薬の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

21. 抗血栓症薬の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

22. 抗凝固薬の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

23. 強心薬や利尿薬の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

24. 血圧を正確に測定できる。（観血的、非観血的）         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

25. 抗不整脈薬の薬理を述べることができ、適正な使用ができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

26. 除細動器の適切な使用ができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

27. ＰＴＣＡ、ステントの適応と禁忌を説明することができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

28. ＩＡＢＰの適応と禁忌を説明することができる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

29. 生活指導（高血圧症、虚血性心臓病を含む）ができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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 Ⅳ 研修方法                                    

1. 主に６階病棟で研修する。入院患者の中から適当な症例を選択し、担当してもらう。特定

の主治医のもとで研修するのではなく、担当患者につき主治医から指導する形となる。特殊

検査（心エコー、運動負荷試験、ホルター心電図）や手技（ペースメーカ挿入、圧モニター

使用方法、心臓カテーテル検査、電気生理検査）については、受け持ち患者に限らず随時症

例があるときに研修する。 

2. 受け持ち患者及び家族と指導医の面談のときは、必ず立ち会う。 

3. 基本的に循環器は、２４時間体制で患者発生があれば直ちに対応することになっているの

で、患者発生時には研修医も呼び出し、患者の対応にあたる。 

4. 心臓カテーテル検査、ＰＣＩ等は主に水・木曜日に実施している。一時的ペーシングは随

時必要時に応じて行う。 

5. シネフィルムカンファレンスは月曜・水曜午後に行う。 

 

 Ⅴ 週間スケジュール                                

 

午前 午後 備考

月 病棟 トレッドミル・エコー カンファランス

火 病棟 エコー

水 病棟 心カテ・トレッドミル カンファランス

木 病棟 心カテ

金 エコー 病棟（ＥＲ）
 

 

 Ⅵ 指導医リスト                                 

指導医名 職名 学会・資格等

澤田　玲民
院長補佐
循環器科部長

循環器学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講  

 Ⅶ 循環器科概要                                 

心臓カテーテル検査、ＰＣＩ、電気生理検査、ペースメーカ植え込みまで行っている。心臓

外科は未設置。 
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〔必修〕内科（神経内科）臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                     

 １年目、内科全体６ヶ月の中の４週間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                              

 神経学的所見の取り方を修得する、脳血管障害、痙攣重積発作、髄膜炎、脳炎、意識障害

など神経救急疾患の診断法、治療法について知識、手技の修得、さらにめまい、頭痛、認知

症のようなプライマリな疾患の診断、治療について内科医として必要な知識、技術の習得を

目指す。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯｓ）                             

1. 問診の聴取、神経所見がきちんととれ、それによる病巣診断ができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

2. 鑑別すべき疾患を列挙し、診断のための検査計画をたてることができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3. ＣＴ、ＭＲＩ検査の適応と禁忌を理解し、異常所見を指摘できる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4. 髄液検査の適応と禁忌を理解し、髄液採取を確実にできる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

5. 髄液検査の異常所見を理解し、診断、治療に役立てることができる。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

6. 脳波検査の適応を理解し異常所見を指摘できる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

7. 筋電図検査、神経伝導速度検査の適応がわかり異常所見を指摘できる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8. 筋生検、神経生検の適応を理解できる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9. 脳血管撮影の適応を理解できる。                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

10. 脳血管障害を診断し、病態に則した治療法の選択ができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

11. 脳血管障害急性期の病態の理解と管理ができる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

12. 痙攣発作、痙攣重積発作の診断及び急性期の適切な治療ができる。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

13. 抗痙攣薬を理解し適切に使用できる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

14. 髄膜炎、脳炎の診断および治療ができる。           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

15. 意識障害の診断を適切に行い治療及び検査計画の立案ができる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

16. 頭痛の診断を行うことができ適切な検査法、治療ができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

17. めまいの診断を行うことができ適切な検査法、治療ができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

18. 筋疾患について理解し検査、治療ができる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

19. 抹消神経障害について鑑別診断、検査、治療法について理解できる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

20. アルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患について理解し、検査、確定診

断、治療ができる。                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

21. リハビリテーションの治療計画の決定ができる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 Ⅳ 研修方法                                   

6. 指導医のもとに、入院患者、救急患者の診療を行う。研修場所は病棟が中心となる。 

7. 神経学的所見は指導医とともに行い、正しい所見の取り方を習得する。 
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8. 受持ち患者を中心に髄液検査、筋電図検査、脳波検査、ＭＲＩに立会い、その手技及び

検査結果の判定法を学ぶ。 

9. 受け持ち患者及び家族と指導医の面談の時は必ず立ち会う。 

10. 指導医の外来診療に立ち会い、頭痛やめまいなどの初期診療について学ぶ。 

11. リハビリテーション科との合同カンファレンスに出席する。 

12. 指導医の指導のもとに研修当直を行う。 

13. 脳神経外科医と協力して研修を行う。 

 

 Ⅴ 週間スケジュール                                

 

午前 午後 備考

月 (脳外) (脳外)
手術がない時に

新患対応などもあり。

火 外来 筋電図

水 (脳外) 手術(脳外)

木 病棟
病棟診療

コルポスコピー　等
カンファレンス

金 病棟 外来
 

 

 Ⅵ 指導医リスト                                 

 

指導医名 職名 学会・資格等

谷川　昭代 神経内科部長
神経学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講  
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〔必修〕救急研修プログラム 

 

 当院は二次救急医療機関であり、救急医療については救急外来 ER(emergency room)におい

て｢各科対応型｣の救急医療を実践しており、救急当番医および当直医による診療体制を敷い

ている。 

 

 Ⅰ 研修期間                                      

１年目選択必修科目 

研修期間 ３ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修方法                                    

救急外来と病棟での研修が中心となる。通常勤務時間はその日の救急当番医が、当直時間

帯では当直医が研修医を指導することとなり、救急患者の来院が少ない時は入院患者、また

は救急外来を経由して入院した病棟の重症患者について、指導医の指示のもとに研修を行う。 

 

 Ⅲ 研修内容                                    

救急患者は軽症例から重症例と多岐にわたり、当院では収容要請のあったすべての救急車

を受け入れると共に、受診を希望する患者についてもすべて受け入れる方針となっている。

ただ、現時点で ER physician は常勤しておらず、三次救急医療機関でもないため、さらなる

高度医療が必要と判断された患者については、迅速な三次救急医療機関への搬送を心がけて

いる。 

そういった現状から当院 ER における研修では、患者がハイリスク患者か否かを判断し(リ

スク層別化)、さらなる専門医療が必要か否か(disposition)の判断を養うことが重要となっ

てくる。 

 

 Ⅳ 一般目標と到達目標                                    

 

≪総合的な臨床能力≫ 

一般目標(GIO) 

・診察した患者は総合的に問題を分析した上で診断し、かつ初期治療が実践できるものとす

る。 

到達目標(SBOs) 

・個々の症例について総合的な鑑別診断が述べられる。 

・個々の症例においてその緊急度と重症度が判断できる(リスクの層別化)。 

・適切と思われる診療科が選択でき、その専門医と連携して医療ができる。 

・頻度の高い症候に対し、あらかじめ患者に接した場合を想定し、どのように判断し処置す

るか脳内シミュレーションができる。 

 

≪チーム医療≫ 

 一般目標(GIO) 

 二次救急医療機関においてその多くは、救急医療の現場が各部署からの混成チームであるた

め、よりいっそうの｢チーム｣としての結束が望まれる．よって各部署のスタッフとコミュニ

ケーションを図り、的確な情報交換を通じその問題点に対処することが必要とである。 
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 到達目標(SBOs) 

・指導医・専門医に適切な状況下でコンサルテーションできる。 

・他診療科・後方医療施設に適切に紹介や転院搬送ができる。 

・他診療科医師・検査技師・看護師・事務部門などの各スタッフの役割を理解して、良好な

チーム医療が実践できる。 

・救急隊との良好かつ的確な情報収集・情報交換ができる。 

 

≪患者・家族との対応≫ 

一般目標(GIO) 

・良好な人間関係の下で問題解決ができる。 

到達目標(SBOs) 

・良好なコミュニケーションがとれる(救急来院患者および家族に対し)。 

・患者および家族の心理的・社会的側面から状況が把握できる(救急現場での特別な配慮を含

む)。 

・インフォームドコンセントが実行できる(わかりやすい言葉を使い病態、治療方針等が説明

できる。) 

・プライバシーの保護に配慮ができる。 

 

≪治療計画と診療録≫ 

一般目標(GIO) 

・診察にあたった患者についての問題点・評価・記録ができる。 

到達目標(SBOs) 

・必要な情報収集と問題点が整理できる。 

・診療録を POS(problem oriented system)に従い管理できる。 

・症例を要約して呈示し、その病態、治療につき討論ができる。 

・診察した患者の入院の適応につき判断ができる。 

・入院した患者の入院後経過を引き続き観察し、初診時の診断、治療計画との比較・評価が

できる。 

・紹介状と紹介状に対する診療報告書が作成でき、これを管理することができる。 

 

≪体得が望まれる診察法≫ 

一般目標(GIO) 

・緊急時には主だった身体所見を正確に把握することが必要である．そのためには系統的な

身体の観察を迅速かつ的確に行った上で、その異常所見につき述べることができ、それを診

療録に記載することができる。 

 到達目標(SBOs) 

・救急時でも的確な病歴が聴取できる。 

・全身の診察ができ(バイタルサインのチェックを含む)、意識状態、精神状態が正確に把握

できる。 

・胸部および腹部の診察が行え、その異常所見を把握し記載できる。 

・頭頚部および四肢末梢にわたる診察が行え、その異常所見を記載できる。 

・神経学的所見がとれ、異常所見を理解し、記載できる。 

・精神学的な面の診察ができ、その異常を理解できる。 
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≪基本的検査≫ 

一般目標(GIO) 

・病歴聴取と身体所見から得られた情報をもとに自ら以下の検査の必要性を判断しその結果

を解釈できる。 

到達目標(SBOs) 

・血算とその血液像、血液生化学検査、一般尿検査が理解できる。 

・動脈血ガス分析の値を解釈することができる。 

・心電図(12誘導)の異常が理解できる。 

・単純レントゲン写真が読影できる。 

・CT検査(造影を含む)の画像を解釈できる。 

・超音波検査(スクリーニング)の画像が理解できる。 

・髄液検査の値を理解できる。 

 

≪基本的治療≫ 

一般目標(GIO) 

・診察した患者については以下の基本的治療法につき、その効果、副作用を理解した上で適

応を決定し、指導医・専門医の指示を仰ぎながら治療を実践する。 

到達目標(SBOs) 

・薬剤の処方(当直帯では各 Dr.が処方することになっている) 

・輸液の処方 

・血液製剤を含む成分輸血 

・抗生物質、抗真菌剤を含む抗菌剤の投与 

・酸素投与による呼吸管理 

・輸液、抗不整脈剤、強心剤等を使用した循環管理 

 

≪救急診療手技≫ 

一般目標(GIO) 

・救急患者に対応するため疾患の各種病態を理解し、与えられた(限られた)状況下で、最も

適切かつ有効な処置が行える能力を身につける。ただ、救急部門で行われる診療手技は「特

殊」なものではなく「一般的」なもの(ER以外でも習得可能)である。手技の経験は病棟研修

などで安全に留意して十分な準備が行われた状態で経験すべきものであり、以下の手技のす

べてが限られた ERの研修期間内に習得できなかったとしても、そのことで研修が不十分であ

ったことにはならない。 

到達目標(SBOs) 

・意識レベルの評価（ＪＣＳ、ＧＣＳ）ができる。 

・BLSが実施できる(気道確保、人工呼吸、循環動態の確認と心臓マッサージ等) 

・AEDが使える。 

・直流除細動の適応を理解し、実施できる。 

・緊急輸液ルートの確保ができる。 

・気管内挿管ができる。 

・機械的換気(レスピレーター)による呼吸管理ができる。 

・気管切開の適応を理解している。 

・ACLSに準じて適切な薬剤投与(強心剤、昇圧剤、利尿剤等)ができる。 

・採血法(静脈血、動脈血)が実施できる。 



 秦野赤十字病院                                                

                                          （基本研修プログラム）P.42 

・胃管の挿入と管理ができる。 

・穿刺法(腰椎、胸腔、腹腔)が実施できる。 

・導尿、膀胱留置カテーテル挿入が実施できる。 

・胸腔ドレーンを挿入できる。 

・中心静脈カテーテルが挿入できる。 

・超音波検査(スクリーニング)ができる。 

・内視鏡検査ができる(指導医のもとに)。 

・観血的動脈圧モニターを理解し管理できる。 

・圧迫止血法を実施できる。 

・一般的創傷処置ができる。 

・骨折の整復、固定、牽引ができる(指導医のもとに)。 

 

 Ⅴ 指導医リスト                                 

 

指導医名 職名 学会・資格等

大林　由明
院長補佐
救急部長

日本血液学会専門医
日本血液学会血液指導医
日本内科学会認定医
臨床研修指導医養成講習会受講  
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〔必修〕救急科プログラム（横浜市立みなと赤十字病院） 

 

救急部   

【一般目標】 

 日常臨床の場で頻度の高い救急疾患に適切に対処できる能力を養う。  

【到達目標】 

①バイタルサインが取れる。 

②重症度の判定ができる。 

③緊急度が判断できる。 

④救命のための治療手技ができる。 

⑤診断に必要な検査を選択できる。 

⑥症状から初期の鑑別診断ができる。 

⑦専門医にコンサルテーションできる。 

 

【経験目標】 

a. 対象となる症状 

意識障害 

痙攣発作 

ショック 

呼吸困難 

胸痛 

急性腹症 

消化管出血 

外傷    

b. 治療手技 

血管確保 

気道確保 

気管内挿管 

除細動 

心臓マッサージ 

外傷処置 

   

【研修方略】 

１．日中の救急当番（上級医とのペア）（1～7） 

２．当直（上級医とのペア）（1～7） 

３．みなと ERフィードバックセミナー 

４．毎日昼のカンファレンス 

５．週１回の抄読会 

６．ＯＪＴ 

① ICLS 

② みなと外傷コース 
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③ みなと救急外来初期診療コース 

④ JATEC 

⑤ ISLS 

 

【研修評価】 

ＥＰＯＣシステムによる経時的評価 

指導医による観察 
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〔必修〕小児科臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                      

 ２年目必修科目 

 研修期間 １ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                               

 一般小児科医または家庭医となるために健康児および病児の発育、発達を正しく評価し、

各年齢の小児科疾患に対して適切な診断、治療が行えるための基本的な知識、態度、技能を

身に付ける。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯ）                               

1. 小児、特に乳幼児に不安をあたえないように接することができる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

2. 保護者から正確且つ能率よく病歴を聴取し、記載することができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3. 小児の身体発達精神運動発達を評価し所見をカルテに記載することができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4. 新生児、乳幼児の基本的診察（視診、触診、聴打診、神経学的診察）ができ、所見をカ

ルテに正確に記載することができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

5. 新生児、乳幼児の採血ができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

6. 指導医のもとに各種注射法ができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

7. 指導医のもとに輸液ができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8. 指導医のもとに導尿ができる。                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9. 指導医のもとに胃管を挿入できる。              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

10. 指導医のもとに胃洗浄ができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

11. 指導医のもとに腰椎穿刺および髄液検査ができる。       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

12. 骨髄穿刺の手順を述べることができる。            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

13. 浣腸及び高圧浣腸ができる。                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

14. 動脈採血及び血液ガス分析検査ができる。           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

15. 各種培養検体の採取、提出ができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

16. 症候より年齢に応じた主な疾患を挙げることができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

17. 各種検査における小児の正常値を理解し、異常の意義を説明できる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

18. 心電図、脳波、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、Ｘ線などの基本的判読法が理解できる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

19. 小児の投薬、処方の原則を理解し、指導医のもとに処方箋を書くことができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

20. 指導医のもとに年齢及び病状に応じた食事箋を書くことができる。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

21. 育児指導、予防接種などの基本を述べることができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

22. 指導医のもとに喘息発作の救急処置ができる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

23. 指導医のもとに脱水症の救急処置ができる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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24. 指導医のもとに痙攣の救急処置ができる。           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

25. 指導医のもとに鼠径ヘルニア嵌頓の救急処置ができる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

26. 呼吸不全、循環不全の評価と治療ができる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 Ⅳ 研修方法                                    

(ア) 乳児健診、予防接種外来、その他各種専門外来（循環器、神経、腎、内分泌）を外来

において見学する。 

(イ) 小児外来において、指導医のもとで外来患児の診察を行う。 

(ウ) 外来処置（採血、注射等）を指導医のもとで行う。 

(エ) 小児科勉強会に参加する。 

 

研修資料、参考書 

1. 小児科 

2. 小児内科 

3. 周産期医学 

4. 小児科診療 

 

 Ⅴ 週間スケジュール                                

 

午前 午後 備考

月 外来、病棟処置、新生児診察 乳児検診

火 外来、病棟処置、新生児診察 予防接種 腎臓外来(2,4)

水 外来、病棟処置、新生児診察 乳児検診

木 外来、病棟処置、新生児診察 乳児検診
内分泌外来(1,3)
循環器外来(2,4)

金 外来、病棟処置、新生児診察 予防接種 神経外来
 

 

 Ⅵ 指導医リスト                                 

指導医名 職名 学会・資格等

兵頭　裕美 小児科医師
小児科学会専門医
臨床研修指導医講習会受講  
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〔必修〕小児科プログラム（東海大学医学部付属病院） 

 

一般目標（GIO）： 

小児期疾患に必要とされるプライマリーケア能力を高めるために、主な疾患の病態の把

握とそれに対する診 

察手技の獲得と診断能力の向上を目指す。 

（注釈）疾患が多岐にわたること、入退院のサイクルが早いことなどが小児科診療の特徴

の一つでもある。主治医となった以上は誰よりも早く患者について把握、理解しなくては

ならない。 

またしばしばプレゼンテーションの機会を設けており、症例提示能力の向上に期待する。 

報告、連絡、相談を怠らず、チームの一員としての責任ある行動を期待する。患者には

愛情をもって接するべきだが、医師としての立場をわきまえること。患者家族への配慮も

忘れてはならない。 

 

行動目標（SBOs）： 

１） 母子手帳の記載内容を理解し、診療に役立たせることができる。 

２） 予防接種の種類と接種時期を説明できる。 

３） 小児の発達に影響を与える周産期異常ついて理解し説明できる。 

４） 月齢、年齢に応じた発達を診察して評価できる。 

５） 小児の栄養法および栄養状態について説明できる。 

６） 全身を診察し、所見を説明できる。 

７） 染色体異常や遺伝性疾患に特徴的な外表奇形や合併症を説明できる。 

８） 小児のバイタルサイン正常値を知る。 

９） 採血、静脈ルート確保が問題なく行える。 

１０） 年長児での腰椎穿刺、骨髄穿刺手技を実施する。 

１１） 頻用する薬剤の小児薬用量の理解、小児輸液法の理解を高める。 

１２） 簡潔で適切なプレゼンテーション能力を上げる。 

１３） ぼそぼそと魅力のない症例呈示をしない。 

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

１５） 小児救急疾患の初期対応を経験する。 

注）EPOCでの評価対象となる SBOsについては省略する。 

  

研修方略（LS）： 

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

る。 

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

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

や技術指導を行う。 

週に一度の教授回診、全体カンファレンス、毎日夕方の病棟回診があり、研修医は自分
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の患者についてのプレゼンテーションを行う。月数回の当直は一般小児科臨床の良い機会

である。 

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

 

＊ 各チームで回診日は異なります。 

月 火 水 木 

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

１４：００ 教授回診 

１６：００ 病棟回診 

１７：００ 勉強会（医局） 

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

 

１６：００ ＢＭＴＣＲ 

１７：００ 病棟回診 

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

 

１６：００ 画像ＣＲ 

１７：００ スタッフ回診 

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

 

１４：００ 血液ＣＲ 

１６：００ 病棟回診 

金 土 日  

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

 

１７：００ スタッフ回診 

７：３０   血液患者回診 

      一般患者回診 

 

１４：００ 病棟回診 

 

 

＊開始時間は勤務期間中確認すること 

 

評価方法（EV）： 

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

ため、行動目標はすべてクリアできていなくともチーム医としての評価が重要である。 

また指導医に症例患者を指定される。その疾患の理解を深めること、文献検索・プレゼ

ンテーション能力向上のために研修最終週に小児科医局会内で症例発表を行う。この内容

に関しても同様に評価の対象となる。 
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〔必修〕産婦人科プログラム（東海大学医学部付属病院） 

 

 

 

一般目標（GIO）： 

産婦人科的素養が必須であるプライマリーケアー能力のある後期研修医として専門研修

が開始できるために、 

女性特有の諸問題に配慮しつつ、産婦人科独特のプライマリーケア（周産期医療を含む）

と救急に必須な臨床推論能力と最低限の技能を修得する。 

 

行動目標（SBOs）： 

１） 正常妊娠・分娩・産褥の管理の要点について説明できる。 

２） 正常妊娠・分娩・産褥の各時期の妊産婦に指導できる。 

３） 異常妊娠・分娩・産褥の代表的疾患の病態とリスク因子を説明できる。 

４） 上記疾患の管理・治療について、患者に説明できる。 

５） 分娩直後の新生児の評価ができる。 

６） 胎児心拍数陣痛図の結果を解釈して上級医に報告できる。 

７） 産科的薬物療法を列挙できる。 

８） 産科的薬物療法の副作用の徴候をとらえ上級医に報告できる。 

９） 急速遂娩の方法と適応・要約について説明できる。 

１０） STDをその確定診断法・治療法とともに列挙する。 

１１） 救急現場で鑑別すべき婦人科的病名を少なくとも３つ列挙する。 

１２）  上記疾患の鑑別検査について説明する。 

１３） 不正性器出血の鑑別疾患についてフローチャートを書いて説明する。 

１４） 子宮・卵巣腫瘍の良性・悪性の鑑別診断について説明する。 

１５） 外科周術期管理の要点を簡潔に述べる。 

１６） 術後創処置を実施する。 

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

る。 

 

評価（EV）： 

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

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

10症例以上記載し、 

上級医に検閲後合格していることが必要。 

 

上記 SBO＃2、＃6、＃8 については観察記録（rating scale:ローテート時配布）を使

用。 

それ以外については、適宜アテンディング・ラウンドおいてフィードバックを交えた対
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話での形成的評価と 

する。 

研修方略（LS）： 

病棟受け持ち患者数は、産科１０名、婦人科 10名以上を目標。 

週の予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞＞付記＜＜ 

・EPOCの中で、特に産婦人科で経験しておくべき病態・疾患 

（Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患： ２ 緊急を要する症状・病態 より） 

（11）流・早産及び満期産 

（Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患： ３ 経験が求められる疾患・病態 より） 

（９）妊娠分娩と生殖器疾患 

[1]妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥）（B） 

[2]女性生殖器及びその関連疾患（月経異常（無月経を含む。）、不正性器出血、更年

期障害、外陰・腟・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍） 
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〔選択必修〕外科臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                      

 １年目選択必修科目 

 研修期間 ２ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                               

 第一線の臨床医として、初期医療における外科的応急処置ができ、また手術適応に関して

適切な判断が下せるために基本的な外科的知識、技能、態度を身に付ける。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯ）                               

【研修科目】 

・一般外科 ・消化器外科 ・胸部外科 ・小児外科 ・血管外科 ・内分泌外科 

 臨床医として多様な患者のニードに対応できるように外科的患者に関し、適切な処置がで

きる。 

 

1.診断のための、主要な所見を指摘できる。 

 a)胃、十二指腸透視                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 b)注腸透視                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 c)ろう孔透視                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 d)腹腔穿刺                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 e)肛門鏡検査                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 f)上部、下部消化管内視鏡検査                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 g)動脈撮影                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 h)静脈撮影                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 i)穿刺吸引細胞診                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 j)超音波検査                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

2.消毒法を理解し、実施できる。 

 a)術創の包交ができる                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 b)手術時手洗いができる                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 c)採血、点滴などが清潔にできる                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3.手術の適応について理解できる                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4.術前患者のリスク評価ができる                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

5.手術術式の理解 

 a)胃切除術（開腹、腹腔鏡下）                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 b)胆嚢摘出術（開腹、腹腔鏡下）                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 c)肝臓切除術                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 d)膵臓切除術                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 e)結腸切除術（開腹、腹腔鏡下）                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 f)直腸切除術（開腹、腹腔鏡下）                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 g)肺切除術（開胸、胸腔鏡下）                 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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 h)甲状腺手術                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 i)血管手術                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 g)小児外科手術                        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8.皮膚の切開、縫合ができる                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9.救急患者に対し、外来小外科的処置、あるいは応急処置ができる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 Ⅳ 研修方法                                    

1. 外科病棟、小児病棟、救急病棟等において指導医のもとに全入院患者を対象として研

修を行う。術前、術後の管理に関しては積極的に参加する。周術期の検査は指導医と

共に参加する。 

2. 手術患者および家族に対する主治医の面談に立ち会う。 

3. 定時手術および臨時手術に助手として参加する。 

4. ヘルニア、虫垂切除、外来小手術等は指導医のもと、術者として執刀する。 

5. 休日を含め１ヶ月に最小限６回の当直を指導医のもとに行う。 

6. 急患の診療、処置、他科への依頼を指導医のもとに行う。 

7. 病棟および外来の処置および回診に参加する。 

8. 外来カンファレンス（各種画像診断、読影）に参加する。 

9. 入院患者カンファレンスに参加する。 

10. 術前カンファレンスに参加する、術前患者のプレゼンテーションを行い術式の説明を

行う。 

11. 内科、外科、合同カンファレンスに参加する。 

12. ＣＰＣに参加する。 

13. 各種検討会、勉強会に参加する。 

研修資料、参考書 

13） 胃と腸 

14） 外科治療 

15） 消化器外科 

16） 胆と膵 

 

 Ⅴ 週間スケジュール                                

 

 

8：00 8：30～12：00 13：00～17：00 17：00

月
・医局集合
・病棟回診

検査・手術 検査・手術 ・術後管理

火
・医局集合
・病棟回診

・手術 ・手術 ・術後管理

水
・医局集合
・病棟回診

検査・手術 検査・手術 ・術後管理

木
・医局集合
・病棟回診

検査・手術
・病棟カンファ
・術前カンファ

・術後管理

金
・医局集合
・病棟回診

検査・手術 検査・手術 ・術後管理
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 Ⅵ 指導医リスト                                 

 

指導医名 職名 学会・資格等

蓮尾　公篤
院長補佐
第一外科部長

外科専門医

神　康之 第二外科部長
外科専門医
胸部外科学会専門医  

 

 

 

 Ⅶ 外科概要                                    

・頚部、胸部、消化器、肝、膵、乳腺、血管、小児等、一般外科領域のほとんどを対象と

している。 
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〔選択必修〕麻酔科臨床研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象                                      

 １年目選択必修科目 

 研修期間 ２ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標（ＧＩＯ）                               

 様々な麻酔法、麻酔薬、麻酔補助薬について薬理、また、呼吸循環を中心とした病態生理

を学び、これを基として、術前、術後を含めた手術患者の麻酔と全身管理を習得する。 

 

 Ⅲ 行動目標（ＳＢＯ）                               

2. 術前患者に不安を与えないように、麻酔に関して問診し、リスクなどについて説明して、

同意を得ることができる。                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3. 術患者の麻酔科学的な全身的な評価が可能で、一般的な麻酔方法が企画できる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4. 患者入室前の、麻酔器、患者監視装置の始業点検、麻酔薬の準備ができる。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

5. 麻酔導入、マスクによる気道確保、気管挿管ができる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

6. 麻酔中のバイタルサインが把握できる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

7. 麻酔中のバイタルサインの変化に対して、処置ができる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8. 静脈確保ができる。                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9. 手術患者の循環動態を理解しながら、術中の輸液が適切にできる。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

10. 輸血療法について、その適応、血液製剤の選択、検査方法、副作用につて理解し、輸血

療法が実施できる。                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

11. 胃管が挿入できる。                     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

12. 動脈カニュレーションができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

13. 静脈採血、動脈採血ができる。                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

14. 麻酔から覚醒させ、気管内チューブの抜去ができる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

15. 腰椎穿刺、（硬膜外穿刺）ができる。              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

16. 各種の吸入麻酔薬、静脈麻酔薬、麻酔補助薬、局所麻酔薬、血管拡張薬、カテコラミン

の薬理作用が理解できる。                  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

17. 術中の経過を麻酔記録に正確に記載ができる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

18. 周術期合併症を理解し、処置ができる。            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

19. 手術室における代表的な消毒法、滅菌法を理解できる。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

20. 代表的な麻酔装置、患者監視装置、人工呼吸器、輸液ポンプなどについて、その基本的

な保守点検ができる。                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

21. 酸素ボンベなどの医療用ガスの取り扱いができる。       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 Ⅳ 研修方法                                    

 手術室（５室５手術台）において、麻酔科管理手術症例について指導医のもとに臨床麻酔

研修を実施する。担当症例は年齢、疾患、術式、合併症、麻酔方法、麻酔薬剤などが偏らな
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いように週間予定表に基づいて選択する。 

 担当症例の目標としては、週５～１０例とする。緊急手術については、術式、合併症にも

よるが適宜担当する。 

 

 Ⅴ 週間スケジュール                                

 

午前 午後 備考

月 麻酔 麻酔　／　術前、術後回診

火 術後回診　／　麻酔 麻酔　／　術後回診

水 麻酔 麻酔　／　術後回診

木 術後回診　／　麻酔 麻酔　／　術後回診

金 麻酔 麻酔　／　術後回診

手術前日に翌日の担当症例の
チェックを行う

 
 

 Ⅵ 指導医リスト                                 

 

指導医名 職名 学会・資格等

中山　啓子 第二麻酔科部長 臨床研修指導医講習会受講
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地域医療プログラム 

 

Ⅰ 研修スケジュール                                                                     

必修：２年目の１ヶ月間 

 

Ⅱ 目的と特徴                                                                    

地域包括サービスでの研修経験を通して、患者・家族のニーズを生活者の側面からも理解し、

専門医・医学研究者としてだけでなく、地域で生活する人たちの健康管理者としての医師の

役割を経験させる。 

かかりつけ医としてプライマリ・ケアの役割を果たし、当院など二次医療機関とのスムーズ

な病診連携を行っている地域医療機関での研修を行う。 

 

Ⅲ 一般目標（GIO：General Instructional Objective）                                                            

医療の全体構造におけるプライマリ・ケアや地域医療の位置付けと機能を理解し、将来の実

践ないし連携に役立てられるようになるために、診療所を受診する患者が抱える問題が急性

期病院とは異なることを認識し、診療所における患者へのアプローチを身につけ、診療所の

役割を理解する。 

 

Ⅳ 行動目標（SBOs; Specific behavioral objectives）                                       

１） 心理社会的な背景（生活の様子、家族との関係、ストレス因子の存在など）を含めて、

適切な病歴が聴取できる。 

２） 必要な身体診察が正確に行える。 

３） 生活者である患者に目を向けて的確な問題リストを作成できる。 

４） 患者とその家族の要望や意向をくみ取ることができる 

５） 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）が行える。 

６） 患者に対して思いやりをもって接し共感を示すことができる。 

７） 周囲のスタッフと良好なコミュニケーションがとれていせいかくる。 

８） 診療情報提供や介護保険のための主治医意見書の作成を補助できる。 

９） 地域の特性が、患者の罹患する疾患、受療行動、診療経過などにどのように影響するか

を述べることができる。 

１０） 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。 

１１） 医療・保健・福祉・介護の法規・制度を理解し、医師として適切に行動できる。 

１２） かかりつけ医の役割を述べることができる。 

 

指導者の留意事項 

－研修医に患者診療に貢献するような何らかの役割を与え、単に見学のみの研修としない 

－研修開始前：教育目標や評価方法について、研修医の所属する施設の教育担当者と事前に

打ち合わせをする。 

研修開始時：研修開始時に研修医と共に研修のゴールを確認し、研修医の学びたいこと。指

導者が研修医に期待することを明確にしておく。 

研修期間中：一般的な疾患を有し、さまざまな背景をもつ患者を診察する機会を与える。研

修医に診療に貢献するような役割を与える。 

研修終了時：研修修了時に研修医からプログラムに対するコメントを得る（ポストアンケー
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ト） 

 

Ⅴ 学習方略 LS                                                                                            

研修先 

・古閑医院 ・駅前神経内科メンタルヘルス研究所 

・平石整形外科  

 

Ⅵ 学習評価 Ev                                                                                          

指導医は観察記録（評価表を用いて）を行い、研修医にフィードバックを与える。 
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〔選択必修〕精神科研修プログラム：秦野病院 

 

精神科の研修要項 

 １年次の選択必修時に精神科の臨床研修を選択必修を選択した場合は、医療法人社団秦和

会 秦野病院において１ヶ月型で行う。 

 

 Ⅰ 対象                                      

 精神科診療の基本を習得する。 

 主な研修内容としては、病歴の取り方と記載の仕方、精神医学的面接のすすめ方、基本的

精神状態像と主要な精神障害、精神科薬物療法の基本、精神福祉法の概略、チーム医療のす

すめ方、家族への対応、入院と退院の時期の判断、心理検査のすすめ方と解釈等、人権に配

慮して行うことを学ぶ。 

 

 Ⅱ 研修内容と到達目標                               

（１）行動目標 

(ア) 精神疾患における重要な症状を理解し、適切な診療を行うことができる。 

                               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(イ) 状態に応じた適切な検査を選択し、行うことができる。   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(ウ) 鑑別診断と重症度の評価を行うことができる。       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(エ) 治療を的確に選択し、行うことができる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（２）経験すべき診察法・検査・手技 

(ア) 問診にて重要な精神疾患の可能性を考えることができる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(イ) 全身身体所見と問診で得た情報を総合して記載し、診断の道筋を説明することがで

きる。                            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(ウ) 症状の見方、診察法、面接技術、経過観察法、治療方針の立て方、予後判定診断技

術を身に付ける。                       Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(エ) 臨床脳波所見、頭部ＣＴ、心理テスト結果等の情報を得て、確定診断を付けること

ができる。                          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(オ) 適切な薬物療法を行うことができる。            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(カ) 精神療法の基本的方法を学び、医師・患者間の距離のとり方、説明の仕方を適切に

行うことができる。                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(キ) 家族療法、特殊療法、生活指導、作業療法、レクレーション療法、デイケア等選択

して行うことができる。                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（３）経験すべき症状・病態・疾患 

統合失調症、気分（感情）障害、精神作用物質関連障害、身体表現性障害、痴呆、器質性

精神障害など                         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（４）主な治療法 

(ア) 個人精神療法                      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(イ) 精神科薬物療法など                   Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

(ウ) 心理社会療法 

  精神科作業療法、デイケアなど Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

（５）主な検査法 
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臨床心理検査（知能検査、性格検査）、神経心理学的検査、脳波検査、頭部ＣＴ検査など 

                               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 Ⅲ 研修方法                                    

1. 当初約５回にわたり精神科臨床について指導医らの小講義を行う。（精神科診療の心得

と精神保健福祉法、精神科診断学と国際分類、主要な精神障害、精神科薬物療法、心理社

会療法など。 

2. 入院診療については、病棟に配属し、指導医のもとに精神疾患患者数名の担当医として

その治療にあたる。その上で研修終了までに各症例のレポートを提出する。 

3. 外来診療については、指導医と共に新患および再診患者を診察する。 

4. デイケアおよび精神科作業療法を体験する。 

5. 指導医から精神科救急医療の指導を受ける。 

6. 週 1回の病棟カンファランス、医局会、症例検討会等に参加する。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

回診 回診 回診 回診 回診
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 外来陪診 作業療法活動 外来陪診 病棟診察

昼休み 12：00-13：00
病棟診察 病棟診察 病棟診察 病棟診察 講義
精神科診療の
手引き

17：00-22：00 夜間救急診療

回診 回診 回診 回診 回診
外来陪診 外来陪診 ﾃﾞｲｹｱ活動 外来陪診 病棟診察

昼休み 12：00-13：00
病棟診察 病棟診察 ﾃﾞｲｹｱ活動 講義 ｱﾙｺｰﾙ研修
講義

回診 回診 回診 回診 回診

外来陪診 外来陪診 外来陪診
脳波読影講

作業療法活動 病棟診察

昼休み 12：00-13：00
病棟診察 病棟診察 病棟診察 病棟診察 講義
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

回診 回診 回診 回診 回診

外来陪診 外来陪診
外来陪診
授産所活動

外来陪診 レポート作成

昼休み 12：00-13：00
病棟診察 病棟診察 病棟診察 病棟診察 まとめ
講義 評価

２週目

午前 9：00-12：00

午後 13：00-17：00

１週目

午前

午後
13：00-17：00

9：00-12：00

４週目

午前 9：00-12：00

午後 13：00-17：00

３週目

午前 9：00-12：00

午後 13：00-17：00

 

 Ⅳ その他                                     

 精神科研修終了時には、研修評価表に自己評価を記入し、指導医の評価を受ける。 

 

 Ⅴ 指導体制                                    

 

指導医名 職名 学会・資格等

笠原　友幸 秦野病院　院長 精神保健指定医

荒井　綾子 秦野病院　医局長
精神保健指定医
臨床研修指導医講習会受講  
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・各科研修プログラム 

（選択科） 
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〔２年次選択科〕チーム医療 

 

 研修期間 １ヶ月 

 

 薬剤部臨床研修プログラム                              

【第１日目】 

 午前 

1)調剤業務について（１時間） 

   ①錠剤・散剤・水剤・外用剤（0.5時間） 

   ②調剤監査（0.5時間） 

 2)処方箋に関する留意事項について（２時間） 

3)院外・院内処方箋の疑義照会について（１時間） 

 午後 

1)薬剤管理指導業務について（２時間） 

  2)無菌製剤業務（ＴＰＮ調整）（１時間） 

 

【第２日目】 

 午前 

  1)注射剤調剤業務について（個人セット）（２時間） 

  2)無菌製剤業務（抗がん剤調剤）について（１時間） 

  3)医薬品情報管理業務（ＤＩ）について（１時間） 

 午後 

  1)麻薬・向精神薬・毒薬の管理（１時間） 

  2)特定生物由来製品の管理（0.5時間） 

  3)治験管理業務について（１時間） 

  4)薬剤部と各種委員会の関わり（0.5時間） 

 

 放射線科・技師部門臨床検査プログラム                        

【第１日目】 

 午前 

1. 一般撮影技術（２時間）※乳房及びポータブル撮影を含む 

2. 造影撮影技術（２時間）※腎盂造影、食道・胃造影、注腸等 

 午後 

1. ＣＴ・ＭＲＩ検査－技術及び画像作成（４時間）※３Ｄ画像等の画像再構成技術 

 

【第２日目】 

 1.血管撮影技術（午前）※ＤＳＡ画像作成、各種計測技術 

2.放射線管理（午後）※散乱線又は漏洩線の測定、撮影・透視時の被曝線量の測定 
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 リハビリテーション課研修プログラム                         

1.リハビリテーションにおけるリスク管理（２時間） 

 ・運動療法の適応と禁忌 

 ・トランスファーと転倒防止 

2.運動器リハビリテーション（３時間） 

3.脳血管疾患等リハビリテーション（３時間） 

 

 

臨 床 研 修（臨床検査）研 修 目 標 と 方 法             

  

１．研修目標（GIO） 

     臨床検査全般についての知識と技術を習得し、臨床医として臨床検査の成績を総合的に

評価し、病態の把握ができるよう基本的な内容を習得する。 

 

 ２．研修方法 

     検査部において、各分野の臨床検査技師のもとにスケジュールに沿って、行動目標（SBO）

の到達を目指し、臨床検査の習得を行う。 

＊ 剖検がある場合は、優先して参加する。 

 

 

臨床研修（臨床検査）週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 

8:30 

 

午 

 

前 

 

 

12:00 

検体検査室 検体検査室 病理検査室 細菌検査室 生理検査室 

Ⅰ検査オーダ 

Ⅱ採血 

Ⅲ検体取り扱

い 

Ⅳ血液ガス 

Ⅴ各種 

自動化機器 

 

Ⅰ輸血検査 

  血型 

  ｸﾛｽﾏｯﾁ 

  不規則性

抗体 

Ⅱ血液製剤

管理 

 

Ⅰ病理検査依

頼書の作成 

Ⅱ検体取り扱

い 

Ⅲ病理組織標

本作成 

Ⅳ細胞診標本

作成 

Ⅰ検体取り

扱い 

Ⅱグラム染

色 

Ⅲ塗抹･培

養･同定 

 

Ⅰ心電図 

Ⅱ肺機能 

Ⅲ超音波 

 

12:46 

 

午 

 

後 

 

 

17:10 

検体検査室 検体検査室 病理検査室 細菌検査室 生理検査 

Ⅵ尿沈渣 

Ⅶ血液像 

Ⅷ骨髄像 

Ⅸ髄液･胸水･ 

腹水検査 

その他 

Ⅲ適正な輸

血療法 

Ⅳ緊急時の

輸血 

その他 

Ⅴ標本鏡顕 

Ⅵ報告書作成 

その他 

Ⅳ感受性 

Ⅴ感染症の

種類（届

出、耐性

菌等） 

Ⅵ滅菌と消

毒 

Ⅳ筋電図 

Ⅴ脳波 

Ⅵﾎﾙﾀｰ心電

図 

その他 
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臨 床 研 修（臨床検査） 成 績 評 価 表  

＜ Ⅰ．実      技 ＞  

施 設 名：秦野赤十字病院  

記載者氏名：             (役 職      )   研修医氏名：                

表Ⅰ 〔 実 技 の 評 価 〕 

実習期間 平成  年  月  日(   )～  月  日(   ) 評価実施日   月   日(   ) 

No 行動目標(ＳＢＯ) 

Check 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1 

オーダリングシステムで検査依頼をすることができ、各採取管がどの分野の検査で

あるか理解できる。 

    

2 

 

検体採取ができ、検体の取り扱いが適切にできる。 

    

3 

 

自動化機器測定の注意点および再検査を理解し実施と測定値の解釈ができる。 

    

4 

 

目視検査で細胞を理解することができる。 

    

5 

 

血液製剤管理と輸血検査を理解し実施することができる。 

    

6 

 

一般細菌検査の受付から結果報告までの流れと内容を理解し実施することができる。 

    

7 

 

病理検体の標本作成の手順を理解し実施することができる。 

    

8 

 

組織診・細胞診標本の鏡検にて良性か悪性かを区別することができる。 

    

9 

 

生理学検査を理解し実施することができる。 

    

10 

 

接遇が大切であると認識し、患者様と接することができる。 

    

Checkの小計 

(ΣＡ［ ］×10点).(ΣＢ［ ］×８点),(ΣＣ［ ］×６点),(ΣＤ［ ］点) 
         

Checkの合計

      

到    達    度（Checkの合計÷実際に評価した項目数）×１０ 

 (小数点以下は四捨五入) 

 

     
 

概   評 

そ の 他
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臨 床 研 修（臨床検査） 成 績 評 価 表 

＜ Ⅱ．研修に臨む姿勢・態度 ＞  

施 設 名：秦野赤十字病院  

記載者氏名：             (役 職      )   研修医氏名：               

表Ⅱ 〔研修に臨む姿勢・態度の評価〕 

実習期間 平成  年  月  日( )～  月  日( ) 評価実施日   月   日(   ) 

No 行動目標(ＳＢＯ) 

Check 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1 

 

指定開始時間を守る。 

    

2 

 

朝夕の挨拶や返事をはっきりする。 

    

3 

 

予習、復習をして研修に臨む。 

 

 

   

4 

 

機器備品を丁寧に取り扱う。 

    

5 

 

分からないことは勝手に判断せず、確認をとり行動する。 

    

6 

 

出来る限り多くの体験ができるよう心がける。 

    

7 

 

後片付け、翌日の準備をする。 

    

8 

 

与えられた課題や、レポートなどは期間内に提出する。 

    

9 

 

欠席、遅刻、早退があった場合、連絡や届出を速やかに行う。 

    

10 

 

施設における規律、注意事項を守る。 

    

Checkの小計 

(ΣＡ［ ］×10点).(ΣＢ［ ］×８点),(ΣＣ［ ］×６点),(ΣＤ［ ］点) 
         

Checkの合計 
     

到    達    度 

（Checkの合計÷実際に評価した項目数）×１０                  (小数点以下は四捨五入)                       

 

     
 

概   評 

そ の 他
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臨 床 研 修（臨床検査）成績評価表 

＜ Ⅲ．臨床研修（臨床検査）総合成績 ＞ 

 

施 設 名：秦野赤十字病院  

 

記載者氏名：             (役 職      )  研修医氏名：               

 

 

 

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 

表Ⅰの到達度 表Ⅱの到達度 ａ欄×0.6 ｂ欄×0.4 
部門の到達度 

ｃ欄+ｄ欄 

     

【概   評・そ の 他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

［評価について］ 

   ＊ １００点を満点とし、６０点以上を合格点とします。 

＊ 原則として、不合格部門の再研修は行いません。 

    ＊ 臨床研修（臨床検査）の最終評価は検査部にて、次の優、良、可、不可の４段階で評

価いたします。 

       ・優：８０点以上 ・良：７９～６５点 ・可：６４～６０点 ・不可：６０点未満 

  
  

 

表Ⅲ〔 臨床研修（臨床検査）総合成績 〕 
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チーム医療（看護） 

 

 研修期間 １ヶ月 

 

 看護部臨床研修プログラム                              

 

目的 医療チームにおける看護の果たしている役割が理解できる。 

 

目標 １．看護の目的と機能がわかる。 

   ２．看護業務がわかる。 

   ３．医療チームの中における看護の役割がわかる。 

   ４．医師と看護師との連携のあり方についてわかる。 

 

日数 ねらい 方法・内容 担当 

１日目 ・ 看護の独自の

機能がわかる 

・ 看護部理念・目

標がわかる 

・ 看護部組織が

わかる。 

・ 研修病棟の概

要がわかる。 

１． 看護部方針 

２． 看護部概要 

３． 研修病棟オリエンテーション 

① 当該病棟の概要 

② 当該病棟の看護業務基準 

看護部長 

看護副部長 

研修病棟看護師

長 

２日目

３日目 

・ 内科系病棟で

行われている

日勤の看護業

務がわかる。 

・ 医師の指示が

実施されるま

でのプロセス

がわかる。 

１． 一人の病棟看護師(スタッフ)につ

いておこなわれている看護業務（日

常生活援助・診療の補助）を体験す

る。（２日目） 

① 夜勤の看護師から日勤の看護師

への引継ぎがどのように行われ

ているか 

② 看護師の患者把握の方法とどの

ように判断し援助しているかの

実際 

③ 注射,処置の実施までのプロセス 

２． リーダーの病棟看護師について看

護業務を体験する（３日目） 

①～③同様 

④医師の指示が実施されるまでの実

際 

⑤医療チームにおける看護師の役

割の実際（看護師間・対医師・対

コメディカル） 

内 科 系 病 棟 師

長・係長 

スタッフ 
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４日目 ・ 入院するまで

のプロセスと

看護業務がわ

かる。 

１． 入院予約患者が病院を訪れ、病棟

に入院するまで共に行動し、その流

れを知る。 

① 患者の入院までに手続きの実際

と患者家族の不安の理解 

２． 病棟で入院患者を受け持つ看護師

につき看護業務を体験する。 

①入院患者を受け入れの実際(準

備・カルテ準備・指示受け・情報収

集) 

内 科 系 病 棟 師

長・係長 

スタッフ 

 

５日目 ・ 内科系病棟で

の夜間の看護

業 務 が わ か

る。 

１． 準夜深夜の看護師とともに行動し

看護業務を体験する。 

① 夜間の患者への援助の実際 

② 夜間に行われる検査・処置の実際 

内 科 系 病 棟 師

長・係長 

スタッフ 

 

６日目 ・ 外科系病棟で

行われている

看護業務がわ

かる。 

１． 手術を受ける患者の受持ち看護師

とともに行動し体験する。 

 ①手術前後の指示の実施状況および

看護師の観察と援助の実際 

外 科 系 病 棟 師

長・係長 

スタッフ 

 

７日目 ・ 外科系病棟で

の夜間の看護

業 務 が わ か

る。 

１．準夜深夜の看護師とともに行動し看

護業務を体験する。 

① 夜間の患者への援助の実際 

② 夜間に行われる検査・処置の実際 

外 科 系 病 棟 師

長・係長 

スタッフ 

※ 研修の実施にあたっては当該病棟の看護マニュアルを元にしてすすめる。 

 

１． 研修中は毎日終了後ミーティングを実施し理解を深める機会とする。 

参加者：研修者、看護師長 

２． 研修終了後レポート提出 

   テーマ：「看護体験から学んだこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 秦野赤十字病院                                                

                                          （基本研修プログラム）P.68 

 

〔２年選択科〕地域保健研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 研修施設                                    

 秦野赤十字病院および提携している臨床研修協力施設の中から１施設を選択する。 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択次の１ヶ月間とする。 

 

 Ⅲ 研修目標                                    

 

●老人ホーム、老人保健施設、福祉施設における健康管理プログラム 

【一般目標ＧＩＯ】 

・施設に入所または通所老人の健康管理の実践を通じて体験し、将来臨床医として在宅また

は施設入所老人の保健指導や地域の保健医療・福祉機関との連携の中での健康管理のあり方

を考える 

【到達目標ＳＢＯｓ】 

・在宅または施設入所老人の健康管理の技法と考え方を理解できる 

・在宅または施設入所老人の健康管理プログラム（保健医療、福祉資源との係わり）を書く

ことができる 

・地域における施設入所または通所老人の健康管理を行うことができる 

・健康管理プログラムの評価ができる 

 

 Ⅳ 協力施設における研修                                    

・老人保健施設「みかん」 
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〔２年次選択科〕腎臓内科研修プログラム 

 

 Ⅰ 研修施設                                   

 秦野赤十字病院 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の２ヶ月間とする 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第二内科部長 瀧沢 利一 

 Ⅳ 研修目標                                    

 腎臓は血圧、体液量、電解質の調節を行う臓器であり、それらの異常に対する検査、治療

の実際を行えることが目標である。 

 Ⅴ 研修の内容および方法                              

１．１年次（初期６ヶ月間） 

・尿蛋白、尿潜血を示す患者への診断手順、治療計画を立てられる 

・血圧、体液量管理 

・電解質異常を示す患者への診断手順、治療計画を立てられる 

・腎生検介助 

・腎組織所見の理解 

・腎不全患者の診断手順、治療計画を立てられる 

・血液透析患者の内シャント造設術介助 

・血液透析患者の内シャント穿刺 

・血液透析用カテーテル挿入 

・血液透析患者の管理、薬物投与 

・腹膜透析のカテーテル挿入術介助 

・腹膜透析患者の管理、薬物投与 

２．２年次（選択科目） 

・１年次の項目をさらに確実なものにすることができる 

・腎生検術者 

・血液透析患者の内シャント造設術術者 

 Ⅵ 指導医                                    

指導医名 職名 学会・資格等

瀧沢　利一 第二内科部長

腎臓学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
総合内科専門医
認定内科医
臨床研修指導医養成講習会受講  
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〔２年次選択科〕 消化器科研修プログラム 

 

 

 Ⅰ 対象・研修期間                                    

 期間－２年選択時の２ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標                                    

 消化器内科専門医として活躍できる知識と技術の大半を当科の後期研修プログラムを履修

することで修得する。 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 消化器科部長 池田 彰彦 

 

 Ⅳ 研修内容および研修方法                                  

１．１年次（初期６ヶ月間） 

 外来診療、入院患者の主治医あるいは副主治医となり診療を行い、一般的な消化器疾患

の診断、病態生理、治療を学ぶ。また、消化管造影、腹部超音波検査、ＣＴ、ＭＲＩの読

影法などを修得する。内視鏡は上部内視鏡検査を学ぶ。内視鏡処置については、生検の基

本を体得する。 

２．２年次（選択科目） 

 日常診療はスタッフとほぼ同様におこない、外来診療も行う。上部内視鏡検査の基本的

な内視鏡手技をマスターする。消化器疾患に関わるほぼ全ての診療手技を指導医のもとに

おこなう。初期研修研修医の指導を行う。 

 

 Ⅴ 指導医リスト                                    

指導医名 職名 学会・資格等

池田　彰彦 第一消化器科部長
消化器病学会専門医
総合内科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講  
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〔２年次選択科〕血液・化学療法・輸血医療研修プログラム 

 

 Ⅰ 対象・研修期間                                    

 期間－２年選択時の２ヶ月間 

 

 Ⅱ 研修目標                                    

 臨床医として、症状、身体所見、および血液異常からその病態を把握し、鑑別診断の検査

を進められること、緊急対応が必要かどうかの判断ができること、化学療法における合併症

につき理解を深め、化学療法を遂行できる能力を身に付けること、輸血に関する基本技術を

身に付け適正な輸血療法を身に付けることを目標とする。 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第一内科部長 大林 由明 

 

 Ⅳ 研修内容 行動、経験目標                                    

1. 医療面接、身体所見の取り方、必要な検査計画の作成 

1）病歴の聴取と系統的な身体診察を行い、これを記載し、問題点を適切に把握できる。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

2）1）の結果に基づき適切な検査を実施できる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

3）紹介された患者に対しては、紹介状から予想される疾患を考えながら、さらに詳細な

病歴聴取を行い、系統的に診察し、問題点の把握を深めることができる。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

4）3)に続いて必要な検査所見の確認とさらに診断に有用な検査を実施できる。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 ２．検査の実施とその解釈及び他科との協力 

  1)末梢血血液像を見て正常と異常を区別できる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  2）形態的に芽球を区別できる。                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  3)末梢血液検査結果から緊急性の有無を判断できる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  4）末梢血検査結果から貧血の鑑別診断ができる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  5）4)に続き、貧血の確定診断をするための検査を実施できる。  Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

6)鉄欠乏性貧血あるいは二次性貧血の場合、それが最終診断ではないことを認識し、さ

らに進めるべき検査を認識しており、他科の協力を得ながら最終診断までたどり着ける。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

7)白血球増多症について反応性か一次性かの鑑別診断を述べることができ、慢性骨髄増

殖性疾患の鑑別のための検査を実施できる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

8)白血球減少症について、緊急に対応が必要かどうかの認識を持っている。特に顆粒球

減少症の場合、薬物が原因であることが少なくないことを認識しており、また対応がと

れる。                           Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

9)血小板増多症について鑑別診断を述べることができる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

10)血小板減少症について鑑別診断を述べることができる。    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

11)末梢血に芽球が出現している場合、及び白赤芽球症の鑑別診断を述べることができる。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 
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12)出血傾向がある場合、血小板異常と凝固異常によるものを鑑別できる。 

                              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

13)ＤＩＣ（播種性血管内凝固症候群）を診断できる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

14)ＤＩＣの鑑別診断を述べることができる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

15)骨髄穿刺ができる。                    Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

16)骨髄像で典型的な急性白血病を鑑別できる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 ３．治療方針を立て、実施できる。 

  1)急性白血病、悪性リンパ腫治療を少なくとも１例ずつ経験する。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  2)必要に応じて、患者及び家族に適切に説明が行える。     Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  3)処方箋、指示書がわかりやすく正確に作成できる。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  4)治療プロトコールに沿って治療を進められる。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  5)使用する抗癌剤の薬理、副作用、相互作用を確認しながら使用している。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  6)副作用を念頭に置きながら支持療法を行っている。      Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  7)治療評価法に則り治療効果を評価できる。          Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  8)造血幹細胞移植の適応について理解している。        Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  9)自家移植と同種移植のメリット、デメリットを理解している。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  10)造血幹細胞移植で期待できる治療成績を述べることができる。 Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  11)受持ち患者について文献を検索し、適切な文献を見つけ、その患者に適応できるかど

うかも検討することができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  12)臨床試験について理解している。              Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 ４．医療記録 

  1)診療録を適切に記載できる（ＰＯＳでの記載、患者、家族への説明の記載、サイン等） 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  2)患者、家族への説明、同意に関して必要な書類を記載し診療録に保存している。 

                                Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  3)紹介状および紹介状への返事が作成できる。         Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  4)診断書等の作成管理ができる。               Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

 

 ５．輸血について 

  1)血液型の判定、交差試験ができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  2)不規則抗体の意味を理解している。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  3)輸血の副作用について理解している。            Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  4)輸血について適正な使用ができる。             Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

  5)血液型を調べる余裕のない時の輸血血液の選択を理解している。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ 

     

 Ⅴ 研修方法                                    

1. 白血病、悪性リンパ腫の患者を最低一人ずつ担当し、主治医とともに診療にあたる。 

2. 受持ち患者については、診療録の作成、処方箋、指示書の作成、診断書の作成、紹介

状、返信の作成等も主治医の指導のもとに行う。受け持ち患者あるいは家族と指導医

の面談には同席する。 

3. 受持ち患者に限らず随時症例があれば研修する。 
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 Ⅵ 指導医リスト                                    

指導医名 職名 学会・資格等

大林　由明
院長補佐
第一内科部長

日本血液学会専門医
日本血液学会血液指導医
日本内科学会認定医
臨床研修指導医養成講習会受講  
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〔２年次選択科〕 一般・消化器外科研修プログラム 

 

 このプログラムはプライマリ・ケアに主眼を置いた一般外科の研修を目標とした１年次必

修科外科臨床研修終了後、さらに一般・消化器外科に関する知識や技能を深めたいという研

修医を対象に企画されている。そのため短期間のプログラムではあるが、内容は１年次に比

べるとかなり専門性が高くなっている。 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年次の２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第一外科部長 蓮尾 公篤 

 

 Ⅳ 研修目標                                    

■基本的診断・検査法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・基本的診断、検査法を選択し、結果を読解して治療に反映させる 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

 ・腹部診察を習得する 

 ・直腸診察を習得する 

 ・負荷試験（ＩＣＧ、75gＯＧＴＴ、ＰＦＤテストなど）を実施し、結果を読解する 

 ・腹部超音波検査（術中超音波を含む）を実施し、結果を読解する 

 ・カラードプラ検査を実施し、結果を読解する 

 ・消化管造影検査を実施し結果を読影する 

 ・消化管内視鏡検査を実施し、結果を読解する 

 ・ＥＲＣＰを実施し、結果を読解する 

 ・ＣＴ、ＣＴＡＰ、ＣＴＡを実施し、結果を読解する 

 ・ＭＲＩ、ＭＲＣＰを実施し、結果を読解する 

 ・シンチグラフィ（肝脾シンチ、肝胆道シンチ、アシアロシンチなど）を実施し、 

  結果を読解する 

 ・血管造影検査の結果を読解する 

 ・乳房診察を習得する 

 ・マンモグラフィーを読影する 

 ・乳腺超音波検査の結果を読解する 

 ・乳腺穿刺吸引細胞診を実施し、結果を読解する 

 

■手術適応・周術期管理■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・手術適応について理解し、適切な術前・術後管理を行う 
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【到達目標 ＳＢＯｓ】 

 ・併存疾患（糖尿病など）の有無を評価し、それを管理する 

 ・術前検査所見を総合して手術適応を判断し、手術術式を選択する 

 ・術前術後の輸液管理の知識を持ち、実践する 

 ・術前術後の栄養管理（食事療法、経腸経静脈栄養）の知識を持ち、実践する 

 ・手術前後の呼吸循環管理の知識を持ち、実践する 

 ・抗菌薬の使用適応、禁忌、投薬方法の知識を持ち処方する 

 ・術後合併症の知識を持ち、予防計画あるいは治療計画をたてる 

 ・抗癌化学療法、放射線療法の知識を持ち、集学的抗癌治療計画をたてる 

 ・創傷治癒の知識を持ち、術後創を管理する 

 

■基本的手技■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・指導医の介助あるいは指導医の下で施行できるようになる 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

 ・消化管腫瘍に対するポリペクトミー、粘膜切除術など指導医のもとに施行する 

 ・消化管出血に対する内視鏡的治療を施行する 

 ・経皮的エタノール注入療法（ＰＥＩＴ）を施行する 

・ 経皮的マイクロ波凝固療法（ＰＭＣＴ）を施行する 

・ 経皮的ラジオ波凝固療法（RFA）を施行する 

 ・ＰＴＣＤ（ＰＴＧＢＤ）を施行する 

 ・胸腔穿刺、胸腔ドレナージを施行する 

 ・胸腔穿刺、腹腔ドレナージを施行する 

 ・イレウス管挿入を施行する 

 ・内視鏡的食道静脈瘤硬化療法および結紮術を施行する 

 ・血液浄化療法を施行する 

 ・救急蘇生法を施行する 

 ・気管内挿管を施行する 

 ・気管切開を施行する 

 ・ＩＶＨカテーテル挿入を施行できる 

 

 Ⅴ 経験が望まれる疾患                               

【指導医の下で術者可能な疾患】 

 外来小手術：体表外傷、表在性腫瘤、膿瘍、ひょう疽（陥入爪を含む）、リンパ節生検 

 小手術：鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、痔核、痔瘻 

 急性腹症：急性虫垂炎 

【指導医の介助などを通して経験する疾患】 

 乳腺：乳癌、乳腺症、線維腺腫、乳腺症、女性化乳房 

 急性腹症：消化管穿孔、憩室炎、急性胆嚢炎、急性膵炎、腸間膜動静脈塞栓症、イレウス 

      虚血性大腸炎 

 消化器良性疾患：胃食道逆流症、胃十二指腸潰瘍、食道静脈瘤（門脈圧亢進症）、 

         潰瘍性大腸炎、クローン病、胆石、胆嚢ポリープ、先天性胆道拡張症 

 消化器悪性腫瘍：食道癌、胃癌、大腸癌、胆道癌、膵癌、肝癌、悪性リンパ腫、肉腫 
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 Ⅵ 研修の方法                                  

1. 外 来：指導医、外来担当医の補助医として外来診療を行い、基本的な診察法・診断法

処置法を学ぶ。 

2. 病 棟：入院患者を受け持ち、指導医の監督下で積極的に診療にあたる。とくに患者と

の信頼関係を築けるように努力する。また、指導医、主治医による患者、家族への病状

説明にも同席し、インフォームドコンセントなどについて学ぶ。 

3. カンファレンス等：各種カンファレンス、抄読会、回診に参加し、積極的に発表、質問

する。 

  

 Ⅶ 指導医リスト                                  

指導医名 職名 学会・資格等

蓮尾　公篤
院長補佐
第一外科部長

外科専門医

神　康之 第二外科部長
外科専門医
胸部外科学会専門医  
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〔２年次選択科〕小児科研修プログラム 

 

 このプログラムは、幅広い診療能力を有する臨床医となるために必要な小児科診療を研修

することを目的として作成されたものである。小児科を診療する際には、医療の基本である

疾患を診るのではなく病人を診るという全人的、包括的な診療姿勢が特に強く求められる。 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の１～２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 小児科医師 兵頭 裕美 

 

 Ⅳ 一般的な目標                                    

■基本的診断・検査法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・小児および小児診療の特性を学び経験し、初歩的な診察、処置等を習得する 

・小児、成育医療を必要とする患者とその家族に対して全人的に対応する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

●小児の特性 

 ・正常小児の成長、発育に関する知識を学ぶ 

●小児科診療の特性 

 ・周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療の提供ができる 

 ・周産期や小児の各発達段階に応じて心理社会的側面への配慮ができる 

 ・両親または保護者の観察を十分に引き出すための問診（インタビュー）法を学ぶ 

 ・両親または保護者とのコミュニケーションの重要性を学ぶ 

 ・小児の薬用量、補液量、検査の基準値に関する知識を習得する 

 ・乳幼児の検査に不可欠な鎮静法、採血、血管確保などを経験する 

 ・小児予防医学：予防接種外来、乳児健診外来を経験する 

●小児期の疾患の特性 

 ・成長、発達過程における疾患内容に違いを学ぶ 

 ・各種感染症や急性疾患の頻度が高いことを学ぶ 

 ・急速な病状の変化とそれに対する迅速な対応を経験する 

 ・新生児医療は専門性が高い領域であることを学ぶ 
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 Ⅴ 具体的な研修目標                               

■面接・指導法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・両親、保護者から診断に必要な情報を的確に聞き取り指導する方法を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・小児に不安を与えないように接することができる 

・両親、保護者と良好なコミュニケーションを保ち適切な情報を得ることができる 

・両親、保護者に対して指導医とともに病状を適切に説明し、指導することができる 

・虐待について説明できる 

 

■基本的診察法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・小児疾患の診断と治療に必要な知識を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・小児の正常な身体発育、精神発達、生活状況を理解し、評価できる 

・母子健康手帳を理解し活用できる 

・小児の年齢に応じた適切な方法で身体所見をとることができる 

・視診により全身状態、栄養状態を評価し所見の有無を判断できる 

・乳幼児の咽頭の診察ができる 

・小児の鼓膜所見を診ることができる 

・発疹所見を述べることができ、鑑別診断ができる 

・下痢の回数、性状（硬さ、量、粘液、血液、膿の有無）を述べることができる 

・重要な腹部所見を述べることができる 

・咳嗽の性状（乾性、湿性、犬吠様等）と呼吸困難の有無を説明できる 

・痙攣の型、持続時間、意識障害の程度を評価し述べることができる 

・髄膜刺激症状の有無を述べることができる 

・肺音、心音の聴取技術を習得し適格に記載できる 

 

■基本的手技■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・小児、特に乳幼児の検査および治療の基本的な知識と手技を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・指導医のものとで採血ができる 

・指導医のもとで皮下注射ができる 

・指導医のもとで導尿ができる 

・指導医のもとで輸液ができる 

・指導医のもとで浣腸ができる 

・指導医のもとで高圧浣腸、注腸ができる 

・指導医のもとで胃洗浄ができる 
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■文書記録■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・適切に文書を記録し管理することができる 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・診療記録、診療要約などの医療記録、処方箋、指示箋、診断書、その他の文書の作成、保

存ができる 

■薬物療法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・小児に用いる主要な薬剤に関する知識と用量・用法の基本を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・小児の薬用量を理解し、一般薬剤を処方できる 

■小児の救急■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・小児に多い救急疾患の基本的知識と処置、検査の手技を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・指導医のもとで喘息発作（中発作以下）の応急処置ができる 

・指導医のもとで脱水症状の応急処置ができる 

・指導医のもとで痙攣の応急処置ができる 

・指導医のもとで腸重積症を診断し、発症時刻を推定し、整復治療ができる 

 

 Ⅵ 経験すべき症状と疾患                              

【経験すべき症状】 

・発熱                 ・痙攣、意識障害 

・咳、喘鳴、呼吸困難          ・発達の遅れ 

・嘔吐、下痢、腹痛           ・心雑音、不整脈 

・哺乳不良（体重増加不良）       ・チアノ－ゼ 

・貧血                 ・多尿、乏尿 

・皮膚の異常（湿疹、紫斑など） 

【経験すべき疾患】 

・かぜ症候群、咽頭炎、扁桃炎 

・小児細菌感染症（急性気管支炎、肺炎、胃腸炎、尿路感染症、髄膜炎） 

・気管支炎 

・小児ウイルス感染症（麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、突発性発疹、インフルエンザ、冬期

嘔吐下痢症） 

・川崎病                ・先天性心疾患 

・腸重積症               ・小児痙攣性疾患 

・気管支喘息 

 

 Ⅴ 指導医リスト                                 

指導医名 職名 学会・資格等

兵頭　裕美 小児科医師
小児科学会専門医
臨床研修指導医講習会受講  
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〔２年次選択科〕整形外科研修プログラム 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第一整形外科部長 草山 毅 

 

 Ⅳ 研修目標                                    

■基本的診断・検査法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・整形外科学一般の知識と技術を学び、診断と治療を習得し臨床に役立てる。 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・整形外科は新生児から老人まで各年齢層の疾患を扱うため、まず正常な骨関節、軟部組

織の発育、成長に関する知識を学ぶ 

・診断するためには臨床所見の採取が重要である。そのためには問診が最重要であり、十

分患者の訴えを聞き患者が何を望み、何をして欲しいのかを十分に聞き取り、次いで理学

所見が採取できるようにする。 

・補助診断として整形外科では画像診断が重要であり、特にレントゲン検査、ＭＲＩ、   

ＣＴなどの読影診断に重点を置いた研修を行う。 

■基本治療法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・整形外科における以下の基本的な治療法を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・保存的治療の適応を決定し実施する 

・観血的治療の適応を決定し実施する 

・リハビリテーションの適応を決定し実施する 

 

 Ⅴ 経験が望まれる疾患                               

【経験が望まれる症状】 

・骨折の局所症状、５Ｐ         ・ラセーグ徴候 

・Trendelenburg徴候、Telescope sign   ・間欠性跛行 

・McMurray test             ・Drehmann徴候 

・下垂手、猿手、わし手         ・Thomasテスト、朝のこわばり 

・Tinel徴候、Froment徴候 

 

【経験が望まれる疾患】 

・外傷（開放性骨折も含む）    ・小児の整形外科的疾患 

・成人の整形外科的疾患      ・炎症性疾患（感染症、非感染症、ＲＡも含む） 
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・脊椎、背髄疾患         ・腫瘍（良性・悪性） 

・変形疾患 

 

 Ⅵ 研修の方法                                  

4. 外来：指導医、外来担当医の補助医として外来診療を行い、幅広い症例を経験しながら

基本的な診察法・診断法などを習得する。 

5. 病棟：指導医の監督下で、入院患者の受け持ち医としての自覚を持って診療にあたる。

また、指導医の指示により、適宜当直を行い、緊急時、患者急変時の対応を経験する。 

6. カンファレンス等：各種カンファレンス、抄読会、回診に参加する。 

 

 Ⅶ 指導医リスト                                    

 

指導医名 職名 学会・資格等

草山　毅
副院長
第一整形外科部長

整形外科専門医
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〔２年次選択科〕泌尿器科研修プログラム 

 

 本プログラムは、臨床研修２年次に行う選択科として泌尿器科研修プログラムである。こ

こでの研修は臨床医として必要とされる基本的事項はもちろんのこと、プライマリ・ケアの

範囲内で専門性に一歩踏み込んだ内容となっている。 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 泌尿器科部長 植木貞一郎 

 

 Ⅳ 一般的な目標                                    

■診断及び検査方法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・泌尿器科疾患の診断と検査に必要な知識を習得し結果を解釈する。 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・自覚症状と他覚的所見より、泌尿器科的疾患と他の鑑別すべき疾患を適切に推測できる。 

・この推定に基づき、適切な検査を選定し実施できる。検査結果を検討し適切な診断をする

ことができる。 

・診断に基づき、適切な治療法を適時選択できる。また泌尿器科以外の疾患が鑑別された際

には適切に関係診療科にコンサルトを行うことができる。 

・血液検査一般、生化学検査、腫瘍マーカーなどを実施（指示）し、結果を解釈できる 

・胸、腹部レントゲン検査を実施（指示）し、結果を解釈できる 

・造影レントゲン検査（ＩＶＵ、ＣＵＧ、ＲＰ等）を実施（指示）し、結果を解釈できる 

・膀胱尿道鏡検査を実施（指示）し、結果を解釈できる 

・超音波検査（経腹的、経直腸的、陰嚢）（カラードプラ、パワードプラ）を実施（指示）し、

結果を解釈できる 

・ＣＴ（ヘリカルスキャン、ダイナミックＣＴ、３ＤＣＴ）ＭＲＩを実施（指示）し、結果

を解釈できる 

・シンチグラフィ（レノグラム、腎シンチ、骨シンチ、カリウムシンチ、副甲状腺シンチ）

を実施（指示）し、結果を解釈できる 

・生検（前立腺、膀胱、腎）を実施（指示）し、結果を解釈できる 

・ウロダイナミクス（残尿量測定、尿流量測定）を実施（指示）し、結果を解釈できる 

 

■泌尿器科処置■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・泌尿器科における以下の基本的な処置方法を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 
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・尿道、膀胱用カテーテル留置を実施する 

・血尿の処置（膀胱内血腫除去、膀胱出血の止血）尿失禁の処置（保存的処置、骨盤底筋体

操）を習得する 

・術後創傷の処置を習得する 

■基本的治療法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・泌尿器科における以下の基本的な処置方法を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・生活療法、食餌療法の適応を決定し、実施する 

・薬物療法（内服薬・抗菌化学療法、抗癌化学療法、抗男性ホルモン療法）の適応を決定し、

実施する 

・尿管ステント法の適応を決定し、実施する 

・膀胱瘻造設術（超音波ガイド）の適応を決定し、実施する 

・腎瘻造設術（超音波ガイド）の適応を決定し、実施する 

・体外衝撃波結石破砕術の適応を決定し、実施する 

・血液浄化法（血液透析、腹膜透析）（腎移植）の適応を決定し、実施する 

・手術（ａ．包茎手術、ｂ．精管結紮術、ｃ．精巣摘除術、去勢術、ｄ．精巣水瘤根治術、

ｅ．経尿道的前立腺切除術（指導医とともに平易な症例で腺腫の一部を切除）、ｆ．難易度の

高い開放性手術の第２助手、ｇ．尿管鏡手術（体腔鏡下手術の第２助手）を経験する 

・放射線療法の適応を決定し、実施する 

 

 

 Ⅴ 経験が望まれる症状・疾患                            

■経験が望まれる症状・疾患■ 

【経験が望まれる症状】 

・急性尿閉               ・肉眼的血尿 

・疝痛発作               ・尿失禁 

・水腎症                ・膀胱刺激症状 

・弛張熱                ・勃起障害 

 

【経験が望まれる疾患】 

＜副腎疾患＞ 

・原発性アルドステン症         ・クッシング症候群 

・褐色細胞腫 

＜腎・尿管疾患＞ 

・腎、尿管の先天性異常         ・腎、腎盂、尿管の腫瘍 

・腎、尿管の結石            ・尿管狭窄症（水腎症） 

・急性、慢性腎不全           ・腎損傷 

＜膀胱、尿道の疾患＞ 

・膀胱の先天異常            ・膀胱外傷 

・膀胱腫瘍               ・膀胱結石 

・膀胱癌                ・膀胱腸瘻、膀胱腟瘻 

・尿道狭窄 

＜前立腺・精嚢の疾患＞ 
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・前立腺肥大症             ・前立腺癌 

・血精液症   

＜陰茎、陰嚢の疾患＞ 

・包茎                 ・陰茎持続勃起症 

＜精巣・精巣上体・精索の疾患＞ 

・停留精巣               ・精巣膿瘍 

・精巣回転症              ・精巣静脈瘤 

＜尿路性器感染症＞ 

・腎盂腎炎               ・腎膿瘍 

・急性膀胱炎              ・精巣炎 

・精巣上体炎              ・前立腺炎 

・ＳＴＤ（淋菌性尿道炎、クラミジア感染症、尖形コンジローム） 

＜尿路機能障害＞ 

・神経因性膀胱             ・膀胱尿管逆流 

・尿失禁 

＜その他＞ 

・男性不妊症              ・男性機能障害（勃起不全「ＥＤ」） 

 

 Ⅵ 研修方法                                    

① 外来：指導医の補助医として外来診療を行い、幅広い症例を経験しながら基本的な診察法、

診断法などを習得する。 

② 病棟：指導医の監督下で入院患者の受持ち医としての自覚を持って診療にあたる。また、

指導医の指示により、適時当直を行い、緊急時、急変時の対応を経験する。 

③ カンファレンス等：各種カンファレンス、抄読会、回診に参加する。 

 

参考資料、参考書 

（1） 臨床泌尿器科 

（2） TheJournal of UROLOGY 

（3） 泌尿器外科 

 

 Ⅶ 研修スケジュール                                    

 

午前 午後 備考

月 病棟診療
病棟診療

／ＥＳＷＬ・検査
カンファレンス

火 病棟診療・手術 手術 カンファレンス

水 病棟診療
病棟診療

／ＥＳＷＬ・検査
カンファレンス

木 病棟診療・手術 手術 カンファレンス

金 病棟診療・手術 手術 カンファレンス
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 Ⅷ 指導医                                     

 

指導医名 職名 学会・資格等

植木　貞一郎 泌尿器科部長
泌尿器科学会専門医・指導医
がん治療認定医
臨床研修指導医講習会受講  
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〔２年次選択科〕脳神経外科研修プログラム 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第一脳神経外科部長 波良 勝裕 

 

 Ⅳ 研修目標                                    

■基本的診断・検査法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・脳神経外科診療の特性を知り、経験し、脳神経外科的診察、検査法、治療法等を修得す

る 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

 ・神経学的検査を実施し、結果を説明する 

 ・頭部単純Ｘ線撮影、脊椎単純Ｘ線撮影を実施し、結果を説明する 

 ・頭部ＣＴ（単純、造影）、３次元ＣＴangiography を実施し、結果を説明する 

 ・頭部、脊髄ＭＲＩ（単純、造影）、ＭＲangiography を実施し、結果を説明する 

 ・脳・脊髄血管撮影を実施し、結果を説明する 

 ・脳波検査を実施し、結果を説明する 

 ・腰椎穿刺を実施し、結果を説明する 

 ・脊髄造影法を実施し、結果を説明する 

  

■基本治療法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

 ・指導医の下で以下の目標を修得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

 ・開頭腫瘍摘出術の介助を行う 

 ・開頭クリッピング術の介助を行う 

 ・開頭血腫除去術の介助を行う 

 ・脊髄・脊椎手術の介助を行う 

 ・脳室－腹腔シャント術を実際に行う 

 ・脳室ドレナージ術を実際に行う 

 ・腰椎ドレナージ術を実際に行う 

 ・頭皮損傷の縫合を実際に行う 
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 Ⅴ 経験が望まれる疾患                               

【脳腫瘍】 

・星細胞腫 ・膠芽腫 ・髄膜腫 ・下垂体腺腫 

 ・神経鞘腫 ・転移性脳腫瘍 

【血管障害】 

・くも膜下出血 ・脳内出血   ・脳梗塞 

【頭部外傷】 

・頭蓋骨骨折 ・急性硬膜外血腫 ・急性硬膜下血腫 ・慢性硬膜下血腫 ・脳挫傷 

・外傷性くも膜下出血   

【脊椎・脊髄外傷】 

 ・脊髄腫瘍 ・頚椎椎間板ヘルニア ・腰椎椎間板ヘルニア ・変形性脊椎症 

 ・外傷（急性硬膜外血腫、圧迫骨折） ・脊髄空洞症    ・キアリー奇形 

【その他】 

 ・水頭症 ・髄膜炎 

 

 Ⅵ 研修の方法                                  

1. 外来：指導医、外来担当医の補助医として外来診療を行い、基本的な診察法・診断法な

どを習得する。 

2. 病棟：指導医の監督下で、入院患者の受け持ち医としての自覚を持って診療にあたる。

また、指導医の指示により、適宜当直を行い、緊急手術、患者急変時の対応を経験する。 

3. 手術： 定期手術、緊急手術に積極的に参加し、基本的な手技や手術法を経験する。 

4. カンファレンス等：レントゲンカンファレンス、リハビリテーションカンファレンス、

抄読会、回診に参加し、脳神経外科の特性を理解する。 

 

参考資料、図書 

(1) Journal of Neurosurgery 

(2) Spine 

(3) 脊椎脊髄ジャーナル 

(4) 脳神経外科 

(5) CLINICAL NEUROSCIENCE 
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 Ⅶ 週間スケジュール                                

 

午前 午後 備考

月 手術 手術

火 病棟回診

検査
脳血管撮影
脊髄腔造影

カンファレンス

水 病棟回診 手術

木 病棟回診 病棟回診

金 病棟回診
リハビリカンファレンス

（第１、３）
 

 

 Ⅷ 指導医リスト                                 

 

指導医名 職名 学会・資格等

波良　勝裕 第一脳神経外科部長
脳神経外科学会専門医
臨床研修指導医講習会受講

日髙　聖
副院長
第二脳神経外科部長

脳神経外科学会専門医
臨床研修指導医講習会受講  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 秦野赤十字病院                                                

                                          （基本研修プログラム）P.89 

 

〔２年次選択科〕麻酔科研修プログラム 

 

 本プログラムは、臨床研修２年次に行う選択科として麻酔科研修プログラムである。ここ

での研修は臨床医として必要とされる基本的事項はもちろんのこと、麻酔科範囲内で専門性

に一歩踏み込んだ内容となっている。 

 

 Ⅰ 研修施設                                      

 秦野赤十字病院 

 

 Ⅱ 研修期間                                    

 原則として２年選択時の２ヶ月間とする 

 

 Ⅲ 指導責任者                                    

 秦野赤十字病院 第二麻酔科部長 中山 啓子 

 

 Ⅳ 一般的な目標                                    

■総合目標■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・麻酔科における以下の基礎的な知識を習得する 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

・麻酔確保を中心として、呼吸、循環動態の管理および酸塩基平衡などを習得するとともに、

気道確保（マスク、気管挿管、ラリンジアルマスク）動脈、中心静脈穿刺などの技術を習得

する 

・小児から老人麻酔まで幅広い年齢における麻酔管理を実践する 

 

■基本的検査法■ 

【一般目標 ＧＩＯ】 

・基本的な検査を実施（指示）し、結果を解釈できる 

【到達目標 ＳＢＯｓ】 

＜術前管理＞ 

・現病歴、既往歴、家族歴、麻酔歴などを理解できる 

・血液一般、生化学、尿検査を実施し、結果を解釈できる 

・心電図、Ｘ線撮影、その他の画像診断所見を解釈できる 

・上記の項目により、手術、麻酔に関するリスクファクタを理解できる 

＜麻酔に必要な器具＞ 

・麻酔器の機構を理解できる 

・麻酔器の安全装置を理解できる 

・麻酔器、麻酔に必要な器具の点検と準備を習得する 

・非観血血圧、観血的血圧、心電図、経皮的酸素飽和度、呼気二酸化炭素分圧、動脈血ガス

分析、中心静脈圧測定などを実施し、結果を理解できる 

＜各種麻酔法における術中管理＞ 

●全身麻酔 
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・静脈麻酔薬、吸入麻酔薬、筋弛緩薬などの使用法を習得する 

・降圧薬、昇圧薬、抗不整脈など、麻酔時に必要な薬剤の使用法を習得する 

・マスクによる気道確保ならびに人工呼吸の実技を行う 

・気管挿管（経口、経鼻）の実技を行う 

・術中の呼吸、循環管理を行う 

・術中合併症に対する対応を習得する 

・背髄くも膜下ならびに硬膜外麻酔を習得する 

・局所麻酔薬の使用法を取得する 

・術中合併症に対する対応を習得する 

●伝達麻酔 

・神経ブロックに必要な解剖を学ぶ 

・伝達麻酔の実技を行う 

・術中合併症に対する対応を習得する 

＜術後管理＞ 

・術後の全身状態の把握を理解する 

・肺合併症の予防を習得する 

＜集中管理＞ 

・呼吸管理を理解する 

・人工呼吸療法を習得する 

・循環動態管理を習得する 

 

 Ⅴ 経験が望まれる症状・疾患                            

【経験が望まれる症状】 

・不整脈                ・喉頭痙攣 

・高、低体温              ・嘔吐 

・チアノ－ゼ              ・痙攣      

・乏尿 

【経験が望まれる疾患】 

・気管支喘息              ・糖尿病 

・高血圧症               ・アレルギー性疾患 

・かぜ症候群              ・筋、神経疾患 

・急性気管支炎、肺炎          ・肥満 

・腎機能障害疾患、透析を行っている患者 ・てんかん     

・肝機能障害疾患            ・肺機能障害疾患 

・ショック状態の患者          ・ペースメーカーを使用している患者 

 

 Ⅵ 研修方法                                    

・手術室にて麻酔指導医の下に各種麻酔法の実践により、周術期管理の実際を習得する 

 

 Ⅴ 指導医リスト                                 

指導医名 職名 学会・資格等

中山　啓子 第二麻酔科部長 臨床研修指導医講習会受講
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病理解剖からＣＰＣまでの実施体制について 

 

  

当院は、昭和大学病院より（指導医 諸星利男、大池信之、杉山朋子、榎澤哲司）の非常勤

派遣を受けて以下のように実施している。 

 

家族に病理解剖の承諾を得る。（様式あり）

↓

主治医、病理検査室に連絡。病理検査室、指導医と段取りを調整。

　　　　　　　　　↓　※指導医病院到着

主治医は剖検依頼書と臨床歴を記載し経過を説明する。

↓

研修医参画

↓

指導医は、後日切り出しを行い作製された標本に基づき解剖時の所見とあわせ病
理学的診断をする。

↓

ＣＰＣは指導医参加のもとに、主治医ほか全常勤医及びコメディカルスタッフの
参加によって開催される。指導医は、主治医に剖検診断書を提出する。

↓

ＣＰＣの内容をふまえて、主治医より遺族に剖検の結果を報告。関連資料は永久
保管として扱う。

指導医及び臨床検査技師により病理解剖を実施。摘出臓器を固定・保存する。
また、受持ち患者か否かを問わず、全研修医へ連絡し介助及び見学をする。
解剖終了後、指導医は解剖時の所見について主治医に報告し、主治医は遺族に説
明する。
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◇必修事項◇ ＣＰＣ（臨床研修病理カンファレンス）への出席、症例提示 

 

 

1. すべての臨床研修医は、２年間を通してローテート科に係わらず研修を行っている病院に

おいて定例開催されているＣＰＣに原則として全て出席すること。 

1） 毎回、各研修医の出席をとることとする 

2） やむを得ず欠席する場合は、欠席届を病院指導医に提出すること 

※各研修科の指導医は、臨床研修医がＣＰＣに出席できるように理解と協力をするもの

とする 

 

2. 全ての臨床研修医は、２年間の中で１回以上症例提示ができるようにし、病理指導医にＣ

ＰＣレポート（剖検報告）を提出すること。 

 

 

 【病院におけるＣＰＣ開催概要】                           

 

 秦野赤十字病院 

 開催日時：原則的に年３～４回、月曜ないし火曜日、１８時から１９時３０分 

 開催場所：秦野赤十字病院２階講習室 

 病理指導医：昭和大学病院 諸星利夫 主任教授 
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・研修評価方法 
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研修評価方法 

 

１．評価の目的                                    

 研修医評価は、知識・技能・態度の臨床研修目標に対する達成度を測定するとともに、研

修医の学習意欲を高める目的で行います。当院では、「一般的な診療において頻繁に関わる負

傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けること」という研修理念

に沿い、具体的な目標を設定しています。与えられた研修期間中に研修医がこれらの目標を

クリアできるよう、指導医はその自己成長を積極的にサポートします。研修医をどのように

評価するかが研修の最も基本的な「質の保証」となり、最終的に研修プログラム自体の評価

につながると確信します。 

 一方、研修医による指導医評価を同時に行います。指導体制の改善や優れた指導医の成育

も当院の重要な目標の一つです。 

 

２．研修医の評価方法                                 

1. 研修医評価は、基本的に日常の診療を行いながら各段階でのフィードバックを中心に行

い、最終的に研修科での研修終了時に評価表で評価する。 

2. 評価は、自己評価、担当指導医による評価、看護師長による評価、受持ち患者さんによ

る評価があります。各評価表の取りまとめは指導医が行います。 

3. 評価表は各研修科での研修が終了する１週間前までに担当指導医に提出します。 

4. その他、受持ち患者の退院サマリー、臨床病理カンファランス（ＣＰＣ）のレポートの

内容や各種症例研究会等への参加確認も評価資料となります。２年次終了時にはＯＳＣ

Ｅによる評価、研修医の最終自己評価を行った上で、研修管理委員会において総合評価

を実施し、研修終了判定を行います。 

 

３．担任指導医の役割                                 

 担任指導医は、研修医に対する評価表を書くだけでなく、研修医への自己評価表の記載、

看護師長、受持ち患者さんへの研修医評価を依頼するとともに、それらの評価表を期限まで

に回収し取りまとめて頂く役割を持っています。 

 また、評価後は、評価全体の結果について研修医にフィードバック（指導・助言）する役

割を持っています。 

 

４．研修医の自己評価                                 

1. 研修医は、各研修科での研修終了１週間前に、必修科の「評価表」に沿って各必修かの

研修目標到達度を自己評価し、この評価表を担任指導医に提出します。 

2. 研修医は、２年間の研修が終了した時に、「最終自己評価表」（２年次に配布）の到達目

標に沿って２年間の研修目標到達度を自己評価し、この評価表を研修管理委員会に提出

します。 

 

５．担任指導医による評価                                 

 担任指導医は、各必修科での研修終了１週間前に、当該必修科の「評価表」に沿い、担当

した研修医の日常的な診療行為の観察を通じて、研修医の研修目標到達度を評価します。 

 また、担任指導医は研修医を共同で指導した研修協力医にも評価を依頼し、それらの評価
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結果を取りまとめます。 

６．看護師長による評価                                 

1. 看護師長による評価は、担任指導医が委任した看護師長が各研修科での研修終了１週間

前に、「評価表」に沿って行います。 

2. 研修の場が主として病棟である研修科では当該外来の看護師長とし、その判断は担任指

導医が行い委任します。 

3. 看護師長は、自ら研修医評価を行うとともに、研修医と直接に業務をともにした看護師

にも評価を依頼し、それらを取りまとめた上で看護師長用評価表を担任指導医に提出し

ます。 

 

７．受持ち患者さんによる評価                                 

1. １年次、２年次を通じ、各研修科での研修終了１週間前に、病棟で研修医が受け持つ患

者さんからの研修医評価を実施します。 

2. 担任指導医は、病棟で研修医が受け持つ患者のうちから、研修医を評価するのに相応し

い患者を研修医１人につき、内科および外科の場合は２名、それ以外の研修科の場合は

１名選定します。 

3. 担任指導医は、受持ち患者さんに研修医評価の趣旨を説明し同意を得た上で、アンケー

ト形式の「評価表」にて評価をお願いします。 

4. 救急部門での研修における評価については、評価できる状況である場合、救急部門の担

任指導医は病棟の患者を適宜選定します。 

 

８．評価の流れ                                   

 担任指導医は、全ての評価表をとりまとめ、その評価結果を当該研修医にフィードバック

するとともに、評価表を当該研修科の臨床研修責任者を経て研修管理委員会へ提出します。 

 

９．フィードバック                                 

 研修医へのフィードバックは、全ての評価表をもとに、評価日（研修終了１週間前）から

研修終了日までの間に、各研修科の担任指導医がその都度実施します。 

 

１０．ＯＳＣＥによる評価                              

 ２年間の研修終了時に、研修医全員を対象としてＯＳＣＥを実施し研修の成果を評価しま

す。 

 

１１．総合評価・終了判定                              

1. 研修管理委員会は、２年間の研修が終了する時に、研修医から提出された最終自己評価

表及び研修期間中に研修医、担任指導医、看護師長から提出された評価表、患者さんか

らの提出された評価表、ならびにＯＳＣＥの評価表その他の評価資料に基づき、２年間

の研修終了目標到達度を総合評価します。 

2. 研修管理委員会は、総合評価の結果に基づき研修終了の判定、不適合格者の判定を行い

ます。 

3. 終了と判定された者には研修終了証を授与し、その旨を厚生労働省に報告します。 

4. 臨床研修を終了したと認めないときは、その理由を文書で研修医に通知します。 
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１２．研修医による指導医及び指導体制等の評価                              

1. 当院では、研修目標を達成させるため、担任指導医が研修医を正しく指導できたかどう

かを評価することにしています。 

2. 研修医は、各研修科での研修終了時に「研修医による指導医評価表」により、担任指導

医の評価を実施します。併せて、研修の実施状況、研修プログラムを含む当該研修科の

指導体制への満足度、当院の研修体制に対する意見を聴取します。研修医はその評価表

を研修終了日までに研修管理委員会に提出します。 

3. 評価表の記載内容は当該研修科の臨床研修責任者及び担任指導医にフィードバックしま

す。研修管理委員会において担任指導医の指導方法や指導体制が明らかに劣ると判断さ

れた場合には、指導医ワークショップなどを通じて指導方法等を改善します。 

4. 研修の質を保証するために、研修管理委員会は卒後臨床研修のシステムの問題点や改善

を要する点、優れている点を明らかにするとともに、改善を要する事項がある場合には、

必要に応じて研修プログラムの見直しを行います。 
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・研修表（様式） 
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研修医による指導医評価表 

 

  

 ・研 修 医 氏 名 （           ㊞ ） 

 

 ・研 修 病 院 名 （             ） 

 

 ・研 修 科 名 （             ） 

 

 ・担当指導医師名 （             ） 

 

 

※この評価表は秦野赤十字病院へ提出のこと 

 

 

各設問で該当する数字に○をつけてください 

良 → 普通 → 不良

１．研修に適した雰囲気を作ってくれた A B C D E

２．自分で学べるように刺激を与えてくれた A B C D E

３．自分のレベルに合った自主性と責任を与えてくれた A B C D E

４．診療と学習を配慮した時間配分をしてくれた A B C D E

５．研修期間中、研修課題を定期的にフィードバックしてくれた A B C D E

６．研修期間中、知るべきこと、できることを明示してくれた A B C D E

７．自分の希望、興味、能力に合うよう教育内容を調整してくれた A B C D E

８．学習を促すような質問をしてくれた A B C D E

９．意見や助言について明瞭な理由を述べてくれた A B C D E

10．臨床場面に応じて教育内容を調整してくれた A B C D E

11．臨床技能・診断技能をよく教授してくれた A B C D E

12．最新の研究成果や診断ガイドラインの内容を教えてくれた A B C D E

13．患者と家族との効果的なコミュニケーション技術を教えてくれたA B C D E

満足度

 

 

 

看護師長用評価様式 
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・研修病院名 （                    ） 
 
・研 修 病 棟 （                    ） 
 
・研修医氏名 （                    ） 
 
・研 修 期 間 （ 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 ） 
 
・看護師長名 （                  ㊞ ） 
 

・各評価 （評価欄に記入）                              

1.研修医が同じ職場にいた期間はいつからいつまでですか？

2.患者に対して 良 → 普通 → 不良

①身なりや患者に対する言葉づかいは適切でしたか？ A B C D E

②研修医は、家族やその家族に穏やかな態度で接していましたか？ A B C D E

③患者の話をさえぎることなく、よく聴いているのが脇からみてとれましたか？ A B C D E

④治療を理解し、考慮した態度が見て取れましたか？ A B C D E

⑤患者が理解できる平易な言葉で病気や治療について説明していましたか？ A B C D E

3.医療チームの一員として A B C D E

①病気や治療などについてコ・メディカル・スタッフへ分かりやすく説明して、
チームが働きやすいように配慮していましたか？

A B C D E

②治療などの急な変更の際に、コ・メディカル・スタッフがまごつかないように
説明の労をとりましたか？

A B C D E

③コ・メディカル・スタッフからの指摘や報告によく耳を傾けて、判断・行動の材
料にしていましたか？

A B C D E

④呼び出し時、迅速に返事をしましたか？ A B C D E

⑤通常の業務の場合には、病院のルールに則した行動によって、診療を円滑
に行いましたか？

A B C D E

⑥病院の通常のルールをはずれる必要にせまられた時に、他部門にその必
要性を説明して、協力を得ることができましたか？

A B C D E

⑦病棟で突然の予定変更があった場合、それを伝達する配慮によって他部門
とのトラブルを防ぐことができましたか？

A B C D E

４.全体的なコメント

　／　　～　　　／
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研修医評価様式（１年次必修科／  科） 

 
 
・研修病院名 （                    ） 
 
・研修診療科 （                    ） 
 
・研修医氏名 （                    ） 
 
・研 修 期 間 （ 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 ） 
 
・指 導 医 名 （                  ㊞ ） 
 
 

・各評価 （自己評価欄にＡ～Ｅの記入）                         

（Ａ=優れている、Ｂ=平均を上回っている、Ｃ=平均レベル、Ｄ=平均を下回っている、Ｅ=不十分） 

【チーム医療】
自己
評価

一般目標（ＧＩＯ）

医療チームの一員として他のスタッフとコミュニケーションをとり、的確に情報を交換して問題に対処する

到達目標（SBOs）

指導医、専門医のコンサルテーションを受ける

他科、多施設への紹介、転送する

検査、治療、リハビリテーション、看護・介護など幅広いスタッフについてチーム医療を理解し参加できる

在宅医療チームを理解し参加できる

【患者・家族との対応】
自己
評価

一般目標（ＧＩＯ）

良好な人間関係の下で問題を解決できる

到達目標（SBOs）

適切なコミュニケーションがとれる（患者への接し方含む）

１人各者として患者・家族に接することができる

患者、家族のニーズを把握できる

生活指導（栄養と運動、環境、在宅医療含む）ができる

心理的側面の把握と指導ができる

インフォームド・コンセント（分かり易い言葉で病態、治療方針、予後が説明できる）

プライバシーの保護の配慮ができる

【診療計画・評価】 自己
評価

一般目標（ＧＩＯ）

総合的に問題点を分析・判断できる

到達目標（SBOs）

必要な情報収集と問題点の整理

診療計画の作成・変更、入退院の判定

症例提示・要約

自己および第三者による評価と改善

剖検の評価  

 


