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⻲⽥初期研修プログラム 
 
1. プログラムの名称 

⻲⽥初期研修プログラム 

 

2. 研修理念、研修プログラムの特⾊ 

2-1. 研修理念 

⻲⽥初期研修プログラムは、将来専⾨とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たす

べき社会的役割を認識しつつ、⼀般的な診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切

に対応できるよう、基本的な診療能⼒を備えた医師を養成する。 

 

2-2. 研修プログラムの特⾊ 

チャレンジ精神溢れる気⾵の⼤規模病院を中核とし、グローバルな視野を持つ豊富な指

導者の下で、急性期から慢性期、病院から在宅まで医療のあらゆる局⾯を経験すること

が可能なプログラムである。 

 

様々なサポート体制が整えられた、研修医への愛に溢れた暖かなプログラムである。多

くの同僚と経験を共有し、お互いが⽀え合い、切磋琢磨しながら充実した研修を⾏うこ

とが出来る。 

 

プログラム内に、内科系コース、外科系コース、⿇酔救急集中治療コース、病理コース

の 4 つのコースを設定する。 

 

3. 臨床研修の⽬標 

① 共通⽬標︓しっかりとした基本診療能⼒、各科専⾨医とのコミュニケーション

能⼒を備えた⾻太の医師の養成 

② 個別⽬標︓各⾃の将来⽬標と有機的に連関する専⾨性の涵養 

共通⽬標と個別⽬標を両⽴・達成するために、各研修医のプログラムをテーラーメード
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に構築する。 

3-1 到達⽬標 

医師は、病める⼈の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛⽣の向上に寄与する職業の重

⼤性を深く認識し、医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）及び医

師としての使命の遂⾏に必要な資質・能⼒を⾝に付けなくてはならない。医師とし

ての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値観を⾃らのものとし、基本的診療

業務ができるレベルの資質・能⼒を修得する。 

 

3-1-1 医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

１．社会的使命と公衆衛⽣への寄与 

社会的使命を⾃覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮し

た公正な医療の提供及び公衆衛⽣の向上に努める。 

２．利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や⾃⼰決定権を尊

重する。 

３．⼈間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの⼼を持っ

て接する。 

４．⾃らを⾼める姿勢 

⾃らの⾔動及び医療の内容を省察し、常に資質・能⼒の向上に努める。 

 

  3-1-2. 資質・能⼒ 

１．医学・医療における倫理性 

  診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に⾏動する。 

①  ⼈間の尊厳を守り、⽣命の不可侵性を尊重する。 

②  患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

③  倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

④  利益相反を認識し、管理⽅針に準拠して対応する。 
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⑤  診療、研究、教育の透明性を確保し、不法⾏為の防⽌に努める。 

 

２．医学知識と問題対応能⼒ 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、⾃らが直⾯する診療上の問題に対して、

科学的根拠に経験を加味して解決を図る。 

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

応を⾏う。 

② 患者情報を収集し、最新の医学的知⾒に基づいて、患者の意向や⽣活の質に配慮

した臨床判断を⾏う。 

③ 保健・医療・福祉の各側⾯に配慮した診療計画を⽴案し、実⾏する。 

 

３．診療技能と患者ケア 

 臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を⾏う。 

① 患者の健康状態に関する情報を、⼼理・社会的側⾯を含めて、効果的かつ安全

に収集する。 

② 患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。 

③ 診療内容とその根拠に関する医療記録や⽂書を、適切かつ遅滞なく作成する。 

４．コミュニケーション能⼒ 

患者の⼼理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

① 適切な⾔葉遣い、礼儀正しい態度、⾝だしなみで患者や家族に接する。 

② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい⾔葉で説明して、患者の

主体的な意思決定を⽀援する。 

③ 患者や家族のニーズを⾝体・⼼理・社会的側⾯から把握する。 

 

５．チーム医療の実践 

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

① 医療を提供する組織やチームの⽬的、チームの各構成員の役割を理解する。 

② チームの構成員と情報を共有し、連携を図る。 
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６．医療の質と安全管理 

 患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

② ⽇常業務の⼀環として、報告・連絡・相談を実践する。 

③ 医療事故等の予防と事後の対応を⾏う。 

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

らの健康管理に努める。 

 

７．社会における医療の実践 

医療の持つ社会的側⾯の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域

社会と国際社会に貢献する。 

①  保健医療に関する法規・制度の⽬的と仕組みを理解する。 

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

③ 地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。 

④ 予防医療・保健・健康増進に努める。 

⑤ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

⑥ 災害や感染症パンデミックなどの⾮⽇常的な医療需要に備える。 

 

８．科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医

療の発展に寄与する。 

①  医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

②  科学的研究⽅法を理解し、活⽤する。 

③ 臨床研究や治験の意義を理解し、協⼒する。 

 

９．⽣涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育
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成にも携わり、⽣涯にわたって⾃律的に学び続ける。 

① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

② 同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

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

把握する。 

 

 3-1-3. 基本的診療業務 

コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、以下の各領域において、単独で

診療ができる。 

１．⼀般外来診療 

頻度の⾼い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を⾏い、

主な慢性疾患については継続診療ができる。 

２．病棟診療 

急性期の患者を含む⼊院患者について、⼊院診療計画を作成し、患者の⼀般的・全

⾝的な診療とケアを⾏い、地域医療に配慮した退院調整ができる。 

３．初期救急対応 

緊急性の⾼い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時に

は応急処置や院内外の専⾨部⾨と連携ができる。 

４．地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福

祉に関わる種々の施設や組織と連携できる。 

 

4. 研修計画 

2 年間のスーパーローテート⽅式で研修を⾏う。 

 

4-1. 臨床研修病院群 

基幹型臨床研修病院︓ ⻲⽥総合病院  

協⼒型臨床研修病院︓ 安房地域医療センター 
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臨床研修協⼒施設︓ ⻲⽥クリニック 

   ⻲⽥ファミリークリニック館⼭ 

   ⻲⽥リハビリテーション病院 

   新島村国⺠健康保険本村診療所 

 

 

4-2. 臨床研修を⾏う分野ごとの研修期間（施設名称の後の括弧内は研修週数） 

 必修科⽬  

内科  24 週 ⻲⽥総合病院(24)、⻲⽥クリニック(⼀般外来 3) 

 救急部⾨ 12 週 ⻲⽥総合病院( 8)、安房地域医療センター( 4) 

 地域医療  4 週 安房地域医療センター、⻲⽥ファミリークリニック館⼭、 

    新島村国⺠健康保険本村診療所 

    （いずれの施設でも、⼀般外来 1、在宅医療 0.5 を研修） 

 外科   8 週 ⻲⽥総合病院( 8) 

 ⼩児科   4 週 ⻲⽥総合病院( 4) 

 産婦⼈科  4 週 ⻲⽥総合病院( 4) 

 精神科   4 週 ⻲⽥総合病院( 4) 

  

 

 病院で定めた必修科⽬ 

 内科系コース必修科⽬ 

 内科  16 週 ⻲⽥総合病院(16)、⻲⽥クリニック(⼀般外来) 

⿇酔科   8 週 ⻲⽥総合病院( 8) 

 

外科系コース必修科⽬ 

外科  16 週 ⻲⽥総合病院(16) 

⿇酔科  12 週 ⻲⽥総合病院(12) 
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⿇酔救急集中治療コース必修科⽬ 

⿇酔科  12 週 ⻲⽥総合病院(12) 

集中治療科 12 週 ⻲⽥総合病院(12) 

 

病理コース必修科⽬ 

臨床病理科 28 週 ⻲⽥総合病院(28) 

⾃由選択    

下記より選択 

内科系コース   ⾃由選択科⽬ 20 週  

外科系コース   ⾃由選択科⽬ 16 週 

⿇酔救急集中治療コース  ⾃由選択科⽬ 20 週 

病理コース    ⾃由選択科⽬ 16 週 

 

   ⻲⽥総合病院︓ 

総合内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、脳神経内科、⾎液・腫瘍内科、

腎臓⾼⾎圧内科、糖尿病内分泌内科、腫瘍内科、リウマチ･膠原病･アレルギー内科、

感染症科、消化器外科、呼吸器外科、⼼臓⾎管外科、脳神経外科、脊椎脊髄外科、

乳腺科、整形外科、形成外科、泌尿器科、産婦⼈科、⽿⿐咽喉･頭頸部外科、眼科、

スポーツ医学科、⽪膚科、救命救急科、集中治療科、⼩児科、精神科、放射線科、

臨床病理科、リハビリテーション科、疼痛・緩和ケア科、東洋医学診療科 

⻲⽥クリニック︓⼀般外来、在宅診療科 

安房地域医療センター︓内科、救命救急科、地域医療 

⻲⽥ファミリークリニック館⼭︓家庭医診療科、地域医療 

⻲⽥リハビリテーション病院︓リハビリテーション科 

 

4-3. 全般的教育カリキュラム 

研修医全体への教育カリキュラムとして次のものがある。 

コアレクチャー 
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コアワークショップ 

感染対策︓感染症セミナー出席、院内感染対策チーム活動への参加 

予防医療︓指導医の指導の下で、予防接種業務へ参加 

虐待への対応︓⼩児科医による被虐待児の対応に関する講義 

社会復帰⽀援︓ソーシャルワーカーと社会復帰⽀援計画の作成、ケア会議参加 

緩和ケア︓緩和ケア講習会の受講 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）︓講習会参加、意思決定⽀援の場に参加 

臨床病理カンファレンス（CPC）︓カンファレンスへに参加、主体的に症例提⽰から

考察、まとめを⾏う 

BLS 講習会 

ACLS 講習会 

医療安全講習会 

チーム医療講習会 （Team STEPPS） 

準夜帯救急外来研修︓ 2-4 回/⽉ 

基本的臨床能⼒評価試験 (2 年次冬) 

レジデントミーティング 
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4-4. 経験すべき症候（29 項⽬）と経験すべき疾病・病態（26 項⽬）の研修計画 

経験すべき症候は、下表の○で⽰す診療科で研修を⾏う 
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 経験すべき疾病・病態は、下表の○で⽰す診療科で研修を⾏う 

  

経験すべき症候（29 項⽬）と経験すべき疾病・病態（26 項⽬）の研修を⾏ったことの確認

は、⽇常診療において作成する病歴要約に基づいて⾏う。6 ヶ⽉に 1 回、定期的に実施する

形成的評価時に、その時点で未経験の症候や疾病・病態を確認し、残りの期間で全ての項⽬

が経験できるようにローテーションを調整する。 
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5. 研修医の指導体制 

5-1. 研修管理委員会 

⻲⽥総合病院病院⻑、卒後研修センター⻑、各プログラム責任者、各協⼒型臨床研修病

院・臨床研修協⼒施設の各研修実施責任者、事務部⾨責任者、外部有識者よりなる。 

 

5-2. プログラム責任者、各カリキュラム責任者 

プログラム責任者  ⻲⽥総合病院 脳神経内科部⻑ ⽚多 史明 

副プログラム責任者  ⻲⽥総合病院 ⼩児外科医⻑  松⽥ 諭 

 

各カリキュラム責任者 オリエンテーション  ⽚多 史明 

   内科    福武 敏夫 

   救急部⾨   不動寺 純明 

地域医療研修   岩間 秀幸、曾⽊ 美佐、 

張 耀明 

外科研修   草薙 洋 

⼩児科研修   湯浅 正太 

   産婦⼈科研修   鈴⽊ 真 

精神科研修   ⼩⽯川 ⽐良来 

   ⼀般外来研修   佐藤 暁幸、岩間 秀幸、 

曾⽊ 美佐、張 耀明 

    ⿇酔科研修   ⼩林 収 

 

5-3. 指導医 

指導医は臨床経験 7 年以上で、プライマリケアの指導を充分⾏える能⼒を有し、指導時

間を⼗分に取れる者とし、指導医講習会を受講していること等の要件を満たした者であ

る。本プログラムの指導医は、研修管理委員会で認定した者である。 

 

6. プログラムの管理運営体制 
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⻲⽥総合病院病院⻑を最⾼責任者とする。卒後研修センター⻑ならびに各プログラム責

任者は、協⼒型臨床研修病院・臨床研修協⼒施設の各研修担当責任者と緊密に連絡を取

り、研修プログラムの問題点の検討、再評価、各研修医ならびに研修指導医の研修・評

価を⾏う。 

 

7. 評価⽅法 

到達⽬標の達成度については、研修分野・診療科のローテーション終了時に研修医評価

票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを⽤いて評価を⾏う。評価者には、指導医以外の医師、医師以外のスタッ

フを含め、広い視点から評価する。 

 

評価結果を⽤いて、プログラム責任者は半年に１回、研修医に形成的評価（フィードバ

ック）を⾏う。評価には、インターネットを⽤いた臨床研修評価システムを⽤いる。 

 

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

価（総括的評価）を⾏う。 

 

 

8. 研修医の募集定員 

16 名 

 

9. 研修医の募集⽅法 

毎年募集要項を公表し、それに基づいて募集と採⽤選考を⾏う。 

募集については、医師臨床研修マッチングプログラム参加登録者を対象とする。 

 

10. 研修医の採⽤⽅法 

書類審査、筆記試験、⾯接試験で⾏う。 

 

11. 研修医の処遇に関する事項 
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⻲⽥総合病院の規定による報酬が⽀払われる。協⼒型臨床研修病院・臨床研修協⼒施設

での研修中も、報酬は⻲⽥総合病院から⽀払われる。社会保険等は厚⽣労働省の規定に

よる。研修医の処遇は次のとおりとする。 

11-1 常勤⼜は⾮常勤の別 

 常勤 

11-2 研修⼿当 

１年次 ⽉額 350,000 円（賞与なし） 

２年次 ⽉額 400,000 円（賞与なし・当直⼿当あり） 

11-3 勤務時間 

 1 週あたり 40 時間とし、勤務割振表による変形勤務 

11-4 休憩時間 

 あり（1 ⽇あたり 1 時間） 

11-5 休暇 

 有給休暇 採⽤ 1 年⽬ 10 ⽇/年、2 年⽬ 12 ⽇/年 

11-6 時間外勤務 

 あり 

11-7 当直 

 1 年次︓0 回/⽉、2 年次︓5 回まで/⽉ 

11-8 研修医の宿舎 

  有（単⾝者⽤・家族居住⽤ともに社宅完備） 

11-9 病院内の研修医室 

有（研修医専⽤オフィス、専⽤仮眠室を完備） 

11-10 社会保険・労働保険 

 公的社会保険︓⻲⽥総合病院健康保険組合 

 公的年⾦保険︓厚⽣年⾦ 

 雇⽤保険︓あり 

11-11 健康管理 

 健康診断︓年 1 回 
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11-12 医師賠償責任保険 

 病院において加⼊する。 

 個⼈単位での医師賠償責任保険加⼊は任意とする。 

11-13 外部の研修活動 

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の有無︓ 発表者の場合は院内規定に則り⽀給 

      発表者ではない場合は、⽀給無し 

 

12. 2 年間の代表的なスケジュール 

いずれのコースも、地域医療研修は、原則として当初の 1 年の後に実施する 

 

 内科系コース 

 

  外科系コース 
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  ⿇酔救急集中治療コース 

 

 病理コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.アルバイトに関する事項 

アルバイトは禁⽌する 
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14.研修分野ごとの研修カリキュラム 
■必修科目 

内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 患者診療の基本である、 

・病歴の的確な聴取 

・正確な身体診察 

・鑑別診断の想定 

・診断絞込みのための適正かつ検査前確率にも配慮した検査計画の立案 

・根拠に基づき、なおかつ患者の選好や利用可能な医療資源にも配慮した治療計画の策定 

を、徹底的に修練する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力（医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快    

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 
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 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策(Standard Precautions を含む)について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院内

感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に 関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画(診断、治療、患者・家族への説明

を含む)の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断(デイサージャリー症例を含む)ができる。 

  ④患者および家族の QOL(Quality of Life)を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に参
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画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   必修科目 以下の内科系診療科を複数選択し研修を行う。 

選択可能な内科系診療科は、総合内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、血液・腫瘍内科、

腎臓高血圧内科、糖尿病内分泌内科、腫瘍内科、リウマチ膠原病内科、感染症科、在宅診療科である。 

いずれの診療科の研修においても、研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患、週間スケジュール 

科目別研修プログラム“選択科目”の、総合内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、血液・腫

瘍内科、腎臓高血圧内科、糖尿病内分泌内科、腫瘍内科、リウマチ膠原病内科、感染症科、在宅診療科の各診

療科の項を参照。 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

救急部門 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 軽症から重症までの内科的救急疾患、外科的救急疾患を上級医師と一緒に経験し、学習する。重症外傷、熱

傷、中毒、熱中症、溺水、敗血症性ショック、重症呼吸不全などの集中治療に習熟する。 
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２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 
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  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、外傷、中毒、熱傷、心肺停止患者、原因不明の敗血症性ショック、重度の呼吸器感染症などの診療に関する 

 知識を習得すると同時に、静脈確保、動脈ラインの確保、中心静脈ラインの確保、気管内挿管、胸腔ドレーンの挿 

 入、創傷縫合、感染創の切開排膿などの技術も、指導医の監督下で修練する。 

 

４．研修方略 

 救急部門必修 12 週間のうち、4 週間は安房地域医療センター救命救急科で、8 週間は亀田総合病院救命救急科で

研修を行う。 
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①安房地域医療センター 救命救急科 

(1) 指導体制 

   救急指導医 2 名、後期研修医 1-2 名で初期研修医を指導する。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

上気道炎、腹痛、頭痛、めまいから切創、挫創などの小外科症例までほとんどの common disease をすべて経験

する。また、心筋梗塞、脳梗塞、くも膜下出血、腹膜炎などの重症症例も経験可能である。初期研修医は１か月

の研修期間で約 200-300 症例を経験する。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

火曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

水曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療、ショートレクチャー 

木曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

金曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療、ジャーナルクラブ 

土曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

 

②亀田総合病院 救命救急科 

(1) 指導体制 

   救急指導医 2 名、救急専門医 4 名、後期研修医 5 名で初期研修医を指導する。研修医指導の統括は指導医が 

   行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

あらゆる外傷患者、熱傷、中毒、重症感染症、重症呼吸不全など。2 ヶ月間に 40-50 例の入院患者を指導医の

監督下で担当医として経験する。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

火曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

水曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療、リハビリカンファレンス 

木曜日：感染症レクチャー、モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

金曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、症例検討会、救急外来診療 

土曜日：モーニングカンファレンス、ジャーナルクラブ、病棟回診 

その他月 1 回で、各科とのカンファレンス（総合診療部、放射線科、リハビリテーション） 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施する 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 
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地域医療 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) プライマリケアにおける、コモンな疾患・問題に関して、高いレベルでの標準的な対応の仕方を習得する。ジェ

ネラリストと臓器専門医との連携、地域の様々な医療機関・施設などとの連携の重要性を学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 23 - 
 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 
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３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、患者さんの問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解する能力の涵養、多職種からなる医 

 療チームの構成員と協調出来るようになること、医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義の理解、コミュニ 

 ケーションスキルの習得、患者さんの解釈モデル、受診動機、受療行動を把握出来ることに重点を置く。 

 

４．研修方略 

地域医療研修は、安房地域医療センター、亀田ファミリークリニック館山、新島村国民健康保険本村診療所の何れか

を選択し、4 週間の研修を行う。 

①安房地域医療センター 

(1) 指導体制 

   指導医 7 名、後期研修医 5 名。スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が

行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

病棟診療においては、肺炎、尿路感染、糖尿病、心不全、消化管出血など common disease を中心に多彩な疾

患を経験する。10 名前後の入院患者を担当する。救急外来においては、1 次、2 次のあらゆる患者を経験可能。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診、感染症回診、外国人指導医による英語回診 

火曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診、準夜帯救急外来研修（午後 6 時から 12 時まで） 

水曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診 

木曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診 

金曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診、多職種カンファレンス 

土曜日：プレラウンド、モーニングレポート、病棟回診、準夜帯救急外来研修（午後 6 時から 12 時まで） 

 

②亀田ファミリークリニック館山 

(1) 指導体制 

 指導医 4 名、常勤スタッフ医師 3 名、非常勤スタッフ医師 4 名。スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研

修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

コモンプロブレム全般、（成人、小児、在宅、女性、慢性疾患） 

(3) 週間スケジュール 
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③新島村国民健康保険本村診療所 

(1) 指導体制 

指導医 1 名、スタッフ医師 2 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

肺炎、COPD、尿路感染、脳血管障害、心不全など common disease を中心に多彩な疾患を経験する。外来患者

を診療し、指導医に同行し在宅診療も経験する。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、在宅往診診療 

火曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、救急外来診療 

水曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、在宅往診診療、リハビリカンファレンス 

木曜日：モーニングカンファレンス、病棟回診、在宅往診診療 

金曜日：症例検討会、病棟回診、症例検討会 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施する 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 
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外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 外科診療に共通する、手術適応の判断、術前管理、手術の実際、術後管理を幅広く学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 
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 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 
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３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   必修科目 外科 8 週間の期間で、以下の外科系診療科を選択し研修を行う。 

選択可能な外科系診療科は、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、脊椎脊髄外科、乳腺科、

整形外科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、スポーツ医学科である。いずれの診療科の研

修においても、研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患、週間スケジュール 

科目別研修プログラムに示す、“選択科目”の、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、脊椎脊

髄外科、乳腺科、整形外科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、スポーツ医学科の各診療科

の項を参照。 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

産婦人科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 妊産婦取り扱いの基礎的知識や婦人科疾患の知識を深め、その診断法や手術適応判断を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 
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  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 
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  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。  

  特にプライマリケアに必要な、女性特有の疾患、ホルモン変化、妊娠分娩に関する知識と良識の修得（例えば妊婦

に対する投薬の知識や女性患者に対する医療面接のポイントなど）、日常遭遇する頻度の高い婦人科疾患（卵巣

腫瘍茎捻転や子宮外妊娠症例など）に対する基礎的知識、経膣超音波診断技術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   産婦人科指導医、後期研修医、初期研修医で構成される診療チームの一員として、上級医とともに診療にあた

る。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

 産科 ：①正常分娩を 5 例以上  ②定期帝王切開分娩症例および緊急帝王切開分娩症例の分娩 

      ③ハイリスク妊娠症例（母体合併症妊婦、PIH、切迫早産、前期破水） 

      ④産科外来および産褥検診、ハイリスク産科外来、胎児精密超音波外来に陪診 

 婦人科：①5 名前後の婦人科手術症例（子宮筋腫、子宮癌、良性卵巣腫瘍、卵巣癌、骨盤臓器脱）の手術に  

担当として関わり、周術期管理も受け持つ ②婦人科腫瘍化学療法症例 

 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、周産期カンファレンス 
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火曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、NICU・産科カンファレンス 

水曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、抄読会 

木曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、婦人科腫瘍カンファレンス 

金曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、婦人科総合カンファレンス 

土曜日：病棟回診、周産期カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

精神科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 精神科的アプローチに関する知識、具体的アプローチの方法を修得する。 

(5) 個々の精神疾患に関する知識を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 
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  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明
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を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに向精神薬の概要の把握と使用に際しての注意点、治療面接の技法のエッセンスとソーシャルワークの重要性 

 の理解、日常臨床の中での心理療法士との連携の仕方については、重点的に研修を行う。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

  スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

 

(2) 研修医の主な業務 

  入院患者の担当医（第 2）として日常診療に従事する 

  外来初診患者の予診を施行し、自分なりの考察をした上で指導医の診察に陪席し指導を受ける。 

  リエゾン診療には指導医に同行し具体的指導を受ける。 

  可能な限り夜間の救急外来診療にも同席する 

(3) 研修中に経験する代表的な疾患 

  統合失調症など精神病性障害 

  気分障害（大うつ病性障害、双極性気分障害） 

  神経症性障害（転換性障害、身体表現性障害など） 

  認知症、中毒性精神障害 

  器質・症状性精神障害（含・せん妄） 

以上の疾患から一人一日平均 5-8 名、新入院の患者を中心にして診療に従事する。 

(4) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、外来研修 

火曜日：病棟回診、外来研修、リエゾンカンファレンス 

水曜日：病棟回診、外来研修 
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木曜日：病棟回診、外来研修 

金曜日：病棟回診、外来研修、病棟カンファレンス、問題症例検討会 

土曜日：病棟回診、外来研修 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

小児科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 小児の初期診療を主体的に行うことが出来る。 

(5) 成長過程の小児特有の生理・病理に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 
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  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 
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  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に小児の成長、発達（運動、言語など）、栄養、小児期の生理（各臓器の成人との相違）。小児特有の疾患、病態 

 の理解（熱性けいれん、川崎病など）の知識、小児の診察手技、採血、点滴確保などの技術は重点的に研修する。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   主治医、スタッフ医師、後期研修医とともに、チームで入院患児の診療に従事する。採血・点滴等の手技は上級

医の指導の下で行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

呼吸器疾患（気管支炎、肺炎、細気管支炎など）、アレルギー疾患（気管支喘息など）、循環器疾患（先天性心疾

患、川崎病など）神経疾患（熱性けいれん、てんかんなど）、消化器疾患（急性胃腸炎、腸重積、ケトン性嘔吐症

など）。入院受け持ち患者数は 3-6 名程度。急性疾患が多く在院日数が短いので、多くの患者を診ることが可能。 

(3) 週間スケジュール 

毎朝夕、全員で行う臨床カンファレンスが当科研修の特徴である。 

すべての入院患者を詳細に把握し、病態の理解、治療の考え方を日々学ぶことができる。 

 モーニングカンファレンス 毎朝 8:15- 

 イブニングカンファレンス 毎夕 16:45- （適宜 症例検討会、抄読会、予演会） 

月曜日 午前 病棟業務、部長回診 午後 病棟業務 周産期カンファレンス 

火曜日 クリニカルカンファレンス （7:00-）、午前 外来業務 午後 病棟業務、病棟カンファレンス、ジャーナル

クラブ 

水曜日 午前 病棟業務 午後 救急業務 

木曜日 午前 外来業務、部長回診 午後 病棟業務   

金曜日 脳波、MRI 読影 （7:00-）、午前 病棟業務 午後 病棟業務 外国人指導医カンファレンス 

土曜日 午前 病棟業務 午後 病棟業務 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 
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 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

一般外来 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) プライマリケアにおける、コモンな疾患・問題に関して、高いレベルでの標準的な対応の仕方を習得する。ジェ

ネラリストと臓器専門医との連携、地域の様々な医療機関・施設などとの連携の重要性を学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 
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  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 
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  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、患者さんの問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解する能力の涵養、多職種からなる医 

 療チームの構成員と協調出来るようになること、医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義の理解、コミュニ 

 ケーションスキルの習得、患者さんの解釈モデル、受診動機、受療行動を把握出来ることに重点を置く。 

 

４．研修方略 

一般外来研修は総合内科外来、地域医療研修中の一般外来にて、並行研修を行う。一般外来研修の研修実績は、

実施記録表を用いて記録を行う。 

 

１）準備 

・外来研修について、指導医が看護師や事務職など関係スタッフに説明しておく。 

・研修医が外来診療を担当することがある旨を病院の適切な場所に掲示する。 

 

２）導入（初回） 

・病棟診療と外来診療の違いについて研修医に説明する。 

・受付、呼び入れ、診察用具、検査、処置、処方、予約、会計などの手順を説明する。 

 

３）見学 

（初回～数回：初診患者および慢性疾患の再来通院患者） 

・研修医は指導医の外来を見学する。 

・呼び入れ、診療録作成補助、各種オーダー作成補助などを研修医が担当する。 

 

４）初診患者の医療面接と身体診察 

（患者 1～2 人／半日） 

・指導医やスタッフが適切な患者を選択（頻度の高い症候、軽症、緊急性が低いなど）する。 

・予診票などの情報をもとに、診療上の留意点（把握すべき情報、診療にかける時間の目安など）を指導医と研修医

で確認する。 

・指導医が研修医を患者に紹介し、研修医が診療の一部を担当することについて承諾を得る。 

・時間を決めて（10～30 分間）研修医が医療面接と身体診察を行う。 

・医療面接と身体診察終了後に、研修医は得られた情報を指導医に報告（プレゼンテーション）し、指導医は報告に基

づき指導する。 

・指導医が診療を交代し、研修医は見学や診療補助を行う。 
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５）初診患者の全診療過程 

（患者 1～2 人／半日） 

・上記４）の医療面接と身体診察の終了後、その後に行う検査、治療、患者への説明、関連する医療行為、他科への

コンサルテーションなどについて指導医から指導を受ける。 

・指導医の監督下に、検査や治療のオーダー、患者への説明、関連する医療行為、他科へのコンサルテーション依頼

などを行う。 

・前記の診療行為のうち、結果が当日判明するものについては、その結果を患者に説明する。 

・必要な処方薬を指導医の指導のもとに処方する。 

・次回の外来受診日を決め、それまでの注意事項などについて指導する。 

 

６）慢性疾患を有する再来通院患者の全診療過程 

（上記４）、５）と並行して患者 1～2 人／半日） 

・指導医やスタッフが適切な患者を選択（頻度の高い疾患、病状が安定している、診療時間が長くなることを了承して

くれるなど）する。 

・過去の診療記録をもとに、診療上の留意点（把握すべき情報、診療にかける時間の目安など）を指導医とともに確認

する。 

・指導医が研修医を患者に紹介し、研修医が診療の一部を担当することについて承諾を得る。 

・時間を決めて（10～20 分間）研修医が医療面接と身体診察を行う。 

・医療面接と身体診察の終了後に、研修医は得られた情報を指導医に報告（プレゼンテーション）し、報告内容をもと

に、その後の検査、治療、患者への説明、関連する医療行 

為、他科へのコンサルテーションなどについて指導医から指導を受ける。 

・指導を踏まえて、研修医が検査や治療のオーダー、患者への説明、関連する医療行為、他科へのコンサルテーショ

ン依頼などを行う。 

・前記の診療行為のうち、結果が当日判明するものについては、その結果を患者に説明する。 

・必要な処方薬を指導医の指導のもとに処方する。 

・次回の外来受診日を決め、それまでの注意事項などについて指導する。 

 

７）単独での外来診療 

・指導医が問診票などの情報に基づいて、研修医に診療能力に応じて適切な患者を選択する。 

・研修医は上記５）、６）の診療過程を単独で行うこととするが、必要に応じて指導医にすぐに相談できる体制をとる。 

・原則として、研修医は診察した全ての患者について指導医に報告（プレゼンテーション）し、指導医は報告に基づき

指導する。 

※一般外来研修では、研修医にどのレベルまでの診療を許容するのかについては、指導医が一人ひとりの研修医の

能力を見極めて個別に判断する必要がある。 

※どのような能力レベルの研修医であっても、診療終了後には必ず共に振り返りを行い、指導内容を診療録に記載

する。 
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■病院で定めた必修科目 

内科（内科系コースのみ必修）： 必修科目 内科のカリキュラムに準ずる 

 

外科（外科系コースのみ必修）： 必修科目 外科のカリキュラムに準ずる 

 

麻酔科（内科系コース・外科系コース・麻酔救急集中治療コースのみ必修） 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 急性期管理のうち、特に呼吸、循環管理、輸液管理に習熟する。 

(5) 術前の患者の状態を正確に把握し、適切な麻酔管理プランを立てることができるようになる。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 
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  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 
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  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   麻酔科指導医・専門医は、現在 8 名であり、さらに標榜医が 6 名在籍している。 

   スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   全身麻酔による手術症例、もしくは脊椎麻酔による手術症例。基礎疾患は多岐にわたり、研修中の 2 ヶ月で   

70 例の麻酔症例を経験する 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：カンファレンス、麻酔業務、術前・術後回診 

火曜日：抄読会、カンファレンス、麻酔業務、術前・術後回診 

水曜日：カンファレンス、麻酔業務、術前・術後回診 

木曜日：カンファレンス、麻酔業務、術前・術後回診 

金曜日：抄読会、カンファレンス、麻酔業務、術前・術後回診 

土曜日：術前・術後回診、緊急手術麻酔 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

集中治療科（麻酔救急集中治療コースのみ必修） 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技
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能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 急性期管理のうち、特に呼吸、循環管理、輸液管理に習熟する。 

(5) 臨床エビデンスを意識した集中治療管理の基本を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 
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  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。特にプレゼンテーション能力、チーム医療能力、コンサルテーシ

ョン能力、患者全身管理における by system アプローチ、文献検索および文献の批判的吟味、動脈圧ライン挿入、
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中心静脈ライン挿入、患者トリアージ能力の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

    部長：林淑朗（集中治療専門医、麻酔科専門医・指導医）、部長代理：滝本浩平（集中治療専門医、麻酔認定

医）、軽米寿之（救急専門医）、安田英人（集中治療専門医、救急専門医）、麻生将太郎（非常勤医師：救急専門

医）。上記のスタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   敗血症、急性呼吸不全、ショック全般、急性腎不全、合併症を持つ外科患者の術後、大手術術後 

受け持ち人数は 1-6 名 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス、ジャーナルクラブ、リサーチカンファレンス 

火曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

水曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

木曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

金曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス、講義、外国人指導医の教育回診 

土曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

臨床病理科（病理コースのみ必修） 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 病理検査に関する基本的な知識と技術を学び、臨床医として、病理学的な検査のオーダーや病理学的診断結

果の評価を適切に行えるようにする。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 
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 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた
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適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、光学顕微鏡操作法、蛍光顕微鏡操作法、光学顕微鏡写真撮影法の習得、特殊染色、免疫染色の目的および 

 その結果の解釈、術中迅速診断の意義と限界の理解、病理解剖の法的制約と手続きの理解に、重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

  常勤の病理専門医 3 名・口腔病理専門医 1 名のほか、非常勤の大学教授・准教授、研究所研究員（専門領域 

  は、血液病理、肺病理、肝病理、口腔病理など）が指導に当たる。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

1 日平均、生検 10 例、手術例 2 例程度の組織検査を担当し、指導医の指導の下、病理組織検査報告書を作成 

する。月間目標数、生検 200 件、手術例 40 件、術中迅速診断は、20 例。病理解剖研修 月間目標数 2 体。 

 

(3) 週間スケジュール 
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月曜日：組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

火曜日：輪読会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

水曜日：抄読会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

木曜日：組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

金曜日：症例勉強会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

土曜日：血液病理、肝病理セミナー各月 1 回、病理解剖（随時） 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

 

■選択科目 

総合内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 正確な病歴聴取 → 身体所見 → 問題点の見つけ方 → 鑑別疾患の挙げ方 → その鑑別疾患を取捨選択

できる検査プランの立て方、診断した疾患の治療プラン・教育プラン、難問解決などの学習の仕方を「世界基準」

のエビデンスに基づいた診療を実践する中で身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 
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 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理  

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 
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 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに、輸液・電解質・栄養・抗菌薬の使い方・血液ガスの解釈の仕方・肺炎・尿路感染のマネジメントの知識の修得 

 と、グラム染色、血液培養、中心静脈ライン確保、胸腔穿刺、関節穿刺、腰椎穿刺などの技術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

 指導医 4 名、顧問 1 名、後期研修医約 11 名。スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導統括は

指導医が行う。 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

肺炎・尿路感染・蜂窩織炎・電解質異常はもちろん、心不全・PE/DVT・ツツガムシ病・結核・感染性心内膜炎・椎

体炎・壊死性筋膜炎など多彩な内科疾患を経験する。常時 10 名強の担当医となる。 

 

 

(3) 週間スケジュール 

  月 火 水 木 金 土 

7：30   総診カンファ     グラム染色道場

/ カイゼンカン

ファ 
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8：15 朝回診 朝回診 朝回診 多職種カンファ 

/ 朝回診 

朝回診 朝回診 

15：00 M 回診 M 回診 M 回診 Reading Club 

/ 相談 

Journal Club 申し送り 

17：00   内科医局会 放射線カンファ 

/ CPC 

ビジネス 

ミーティング 

救急カンファ   

外来レビュー MKSAP 外来レビュー 外来レビュー 外来レビュー  

(ア) 朝回診：全員の前で新入院の患者のプレゼンと回診を行い、フィードバックを受ける教育の核。  

(イ) M 回診：外国人指導医による英語回診  

(ウ) シニア主導のジュニア向けの基本事項を教えるカンファ  

(エ) MKSAP：米国内科専門医試験の教材を用いて世界標準の診断・治療を学ぶ機会  

(オ) ビジネスミーティング：総診後期研修プログラムの方針を皆で話しあう会議。2 週に 1 回。  

(カ) 総回診：入院中の患者をレビューし、困難な症例に関して他チームのシニア・指導医からもフィードバ

ックを得る。  

(キ) Reading Club/相談：入院中の患者で困難な症例がいれば他チームのシニア・指導医からもフィードバ

ックを得る機会。  

(ク) グラム染色道場：感染症科細川先生によるグラム染色講座  

(ケ) Journal club： 診療に必要なエビデンスの批判的吟味の仕方を学びます。  

(コ) カイゼンカンファ：過去の経験から医療の質を改善するためのカンファレンス  

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

循環器内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 循環器疾患への正確かつ迅速な対応と、看護師・臨床検査技師などのコメディカルとの連携に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 
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 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 
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  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 循環器疾患、とくに急性冠症候群、急性心不全、致死性不整脈、急性大動脈解離、肺血栓塞栓症など救急疾患の 

正確・迅速な診断、対応を修得する。心音・心雑音の聴診、動静脈確保、動脈穿刺、迅速な 12 誘導心電図検査、簡 

単な経胸壁心エコー検査、電気的除細動、心肺蘇生術を自ら行えるようにする。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修医の主な業務 
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入院患者の担当医となり、指導医または主治医の指導・監督のもとに診療を行う。毎日の診療録記載、

様々な指示出し、処方、速やかな退院サマリーの記載、指導医とともに当科拘束・当直業務（月数回）、回

診・カンファレンスでのプレゼンレーションを行う。 

(3) 研修中に経験する代表的な疾患 

急性心筋梗塞、狭心症、急性・重症心不全、不整脈疾患、弁膜症、心筋疾患、大動脈・静脈疾患、肺血栓塞栓

症など、受け持ち数は平均１日 5-10 例である 

(4) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診 

火曜日：病棟回診、カンファレンス、総回診 

水曜日：病棟回診、心エコー勉強会 

木曜日：病棟回診、カンファレンス 

金曜日：病棟回診、抄読会 

土曜日：病棟回診、カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

呼吸器内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) COPD などの慢性疾患、喘息などのアレルギー疾患、肺癌などの腫瘍性疾患、肺炎などの感染症、膠原病と

関連した疾患、また、呼吸不全などの急性期疾患という、多岐にわたる疾患の診療を修得する。 

(5) 確立されたエビデンスに従い診療を行うだけではなく、実際の診療現場では何が求められているのかを熟知し

た指導医の下で、より実戦的な臨床力を身に付ける。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 
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  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 
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 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに、肺癌の画像診断の読影から診断に至る行程、肺癌治療方針の決定、肺癌治療の実際、緩和ケアなど診断、  

 治療、末期までのすべての流れ、COPD の病態と治療、急性増悪への対処、気管支喘息の病態と治療、喘息発作 

 への対処の修得に重点を置く。また、胸腔穿刺、胸腔ドレナージの習熟にも力を入れる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

  主治医 4 名－担当医 4 名－初期研修医で診療チームを編成する。ローテーション期間中は担当医－初期研修医

の関係を固定とし教育効果を高める。主治医と担当医の組み合わせは固定しない。スタッフ医師、後期研修医を中

心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

  担当患者は常時 8-10 名前後。そのうち半数以上は肺癌患者。しかし、肺癌患者といっても診断時期の患者・抗 

  ガン剤や放射線治療中の患者・症状緩和の患者など多岐にわたる患者を担当する。その他は、COPD や間質性 

  肺炎の急性増悪、喘息発作など急性期疾患が中心となる。 
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(3) 週間スケジュール 

 朝（7:30～） 午前 午後 夕（17:00～） 

月 朝の回診 病棟など 病棟など 
臨床腫瘍カンファレンス（16:00～） 

夕カンファレンス 

火 

呼吸器外科・放射線科・腫瘍内科

との合同カンファレンス 

朝の回診 

病棟など 病棟など 

病棟ナースとのカンファレンス 

リハビリテーションカンファレンス（第 2, 

4） 

在宅医療カンファレンス（第 3） 

夕カンファレンス 

水 朝の回診 病棟など 気管支鏡検査 入院患者カンファレンス 

木 
呼吸器勉強会（２科合同） 

朝の回診 
病棟など 気管支鏡検査 夕カンファレンス 

金 朝の回診 病棟など 気管支鏡検査 
リウマチ膠原病科との合同カンファレンス 

夕回診 

土 朝の回診 病棟など   

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

消化器内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 各種消化器疾患の診断（癌のステージ分類を含む）、治療（薬物療法、内視鏡治療、外科治療）に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 
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  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 
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 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

 スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

  食道癌、食道胃静脈瘤、胃潰瘍、胃癌、胃良性腫瘍、マロリーワイス症候群、十二指腸潰瘍、小腸腫瘍、上腸間

膜症候群、感染性腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、薬物起因性腸炎、大腸癌、大腸ポリープ、慢性肝炎、急性

肝炎、PBC、肝硬変、アルコール性肝障害、薬剤性肝障害、肝細胞癌、胆石症、胆嚢炎、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリー

プ、胆道腫瘍、十二指腸乳頭部腫瘍、急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎、IPMN など 

  1 日平均約 10 名を受け持つ 

 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診 
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火曜日：病棟回診、内科外科術前術後カンファレンス、化学療法カンファレンス 

水曜日：病棟回診、肝胆膵疾患カンファランス 

木曜日：病棟回診、内視鏡症例読影カンファレンス 

金曜日：病棟回診、病棟グループカンファレンス、多職種合同カンファレンス 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

脳神経内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 臨床神経学、脳卒中学、パーキンソン病などを扱う運動疾患学、てんかん学、神経変性疾患学、神経心理学、

脊髄病学、末梢神経学、筋肉病学、神経循環器学、神経内分泌学、神経免疫学などなど多様な分野を包含す

る神経内科の、診療の基本を修得する。 

(5) 誤嚥性肺炎、尿路感染症、褥瘡の診断と管理、嚥下障害、呼吸不全、各種内科疾患に随伴する神経症状への

対応など、神経疾患に限定しない患者の全身管理に必要な知識・技術を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 
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  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 
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  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに神経学的病歴聴取と診察の基本、脳血管障害の病態と治療、コモンな神経症状の基本的考え方（頭痛、めま 

 い、しびれ）の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   部長の下、スタッフ－後期研修医―初期研修医のチームで診療を行い、スタッフ医師、後期研修医を中心に指

導を行う。スタッフは 7 名おり、いずれも神経内科専門医である。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

半数が脳血管障害。残りの半数が脳炎・髄膜炎・脊髄炎、神経難病、神経疾患に伴う感染症など。上級医と共に

常時 5-10 名を担当。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、外国人指導医カンファ 

火曜日：病棟回診、症例検討会、総回診 

水曜日：病棟回診、神経伝導速度検査 

木曜日：病棟回診、外国人指導医講義 

金曜日：病棟回診、抄読会、カルテカンファレンス 

土曜日：病棟回診、神経病理カンファレンス、高次脳機能カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 
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血液・腫瘍内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 血液疾患を通して、または血液を切り口にして、様々な疾患に迫ることのできる眼を養い、基礎研究から臨床ま

で（“Bench to bed”）が繋がる、診断と治療のダイナミズムを身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 
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  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 
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  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に末梢血スメア・骨髄細胞の見方、主要な血液疾患の鑑別、化学療法の実践及び副作用の対処法、感染症の対 

 処、癌患者への精神面への関わり方の修得に重点を置き、採血、末梢及び中心静脈ラインの確保、骨髄穿刺・ 

 生検、胸腹水穿刺、髄液穿刺などの技術の修練にも力を入れる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

 スタッフ医師 3 名、後期研修医 2 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

 多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、白血病などの主要な疾患に加え、MDS、ITP などを含め、5-10 人前後の患者の担当 

 医となる。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診 

火曜日：病棟回診、総回診 

水曜日：病棟回診、抄読会 

木曜日：病棟回診 

金曜日：病棟回診、総回診、マルクカンファレンス 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

腎臓高血圧内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 腎疾患、高血圧を中心とした診療と、慢性・急性の血液浄化療法、慢性維持透析患者の管理治療、救急領域

での急性血液浄化療法を修得する。 
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２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 
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  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、腎臓病（管理、治療、病理）と腎疾患を中心とした全身管理、高血圧（薬剤選択と検査）、維持透析患者（管理 

 と合併症治療）、血液浄化療法全般の知識の修得と、カテーテル挿入に関する技術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導医 3 名、スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 
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慢性糸球体腎炎、ＣＫＤ、急性腎不全、ネフローゼ症候群などの全身性、原発性の腎臓病変に関連した疾病と二

次性高血圧症、また維持透析患者の導入、合併症治療など。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、症例検討会 

火曜日：病棟回診、コンサルテーションカンファレンス 

水曜日：病棟回診、リハビリテーションカンファレンス 

木曜日：病棟回診、外国人指導医を交えての英語での症例検討会 

金曜日：病棟回診、抄読会、外来透析カンファレンス 

土曜日：病棟回診、腎生検病理検討会 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

糖尿病内分泌内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 内分泌学における、様々なホルモンの作用およびその異常を理解し、近年患者数が急増している糖尿病を初

めとした代謝性疾患の診療を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 
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 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 71 - 
 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に糖尿病の病型の診断、インスリン分泌能の評価、インスリン抵抗性の評価、治療法についての選択、糖尿病 

 合併症の評価と病期診断・その治療についての知識の修得に重点を置く。また、各種ホルモンの基礎（作用、分 

 泌調整など）、各種内分泌疾患の病態生理と診断・治療、内分泌負荷試験のその原理と方法および結果の評価に 

 関しても、理解を深める。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

  スタッフ医師：桝澤（糖尿病、内分泌）、小川 理（糖尿病、内分泌）、小川 剛鑑（糖尿病、内分泌）中心に指導を行

う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修医の主な業務 

  病棟での入院患者の診療が基本。入院時、病歴・身体所見・問題点の提示と方針を考え、主治医と相談の上、最

終的な方針を決める。外来での初診の患者、病歴・身体所見・検査のオーダー、および方針につき自分の考えを述

べ、その後指導医とディスカッションし最終的な方針を決める。 

(3) 研修中に経験する代表的な疾患 

   糖尿病・代謝疾患 10 症例前後 

   甲状腺疾患、バセドウ病（アイソトープ治療を含む）、橋本病、甲状腺癌など 5 例前後 

   副腎疾患 クッシング症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫など数例 

   下垂体疾患 下垂体腫瘍、下垂体機能低下症など数例 

(4) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、新患カンファレンス 
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火曜日：病棟回診、新患カンファレンス、内分泌甲状腺カンファレンス 

水曜日：病棟回診、新患カンファレンス 

木曜日：病棟回診、新患カンファレンス、入院患者経過カンファレンス(回診)、Journal Club 

金曜日：病棟回診、新患カンファレンス 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

腫瘍内科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 呼吸と循環の管理、感染症などの合併症の早期発見と適切な治療、適切な全身管理など、がん患者のマネジ

メントに習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 
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  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 
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  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、がん患者の基本的な診療方法と態度の習得、必要な医療情報の検索方法の修得、がん患者と家族に対し、 

医師として接する姿勢、説明方法の研修に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

指導医 1 名、後期研修医 2 名。スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。 

研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

すべての固形腫瘍、入院患者は常に 10 名程度を担当する。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診 

火曜日：病棟回診、症例検討会 

水曜日：病棟回診、集学的合同カンファレンス 

木曜日：病棟回診、抄読会 

金曜日：病棟回診、症例検討会、ミニレクチャー 

土曜日：病棟回診、系統講義 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

リウマチ・膠原病・アレルギー内科 
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１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM) の重要性を認識しつつ、その限界も理解し、広い視野、複数の視点から

病態を考える能力を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 
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  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 
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 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に代表的リウマチ膠原病の基礎的知識、アレルギー臨床免疫の基礎、アレルギーの診断・検査、肺機能の基礎、 

 膠原病関連肺疾患、リウマチ膠原病に関連する感染症、呼吸器感染症などの知識の修得、リウマチ膠原病の診察 

 法、骨関節画像の読影・解釈、アレルギー疾患の診察法、皮膚テスト、呼吸器疾患の診察法、肺機能検査の施行、 

 胸部単純写真・胸部 CT の読影・解釈などの技術の修得に力を入れる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導医は 3 人。部長、部長代理、医長各 1 名。研修医指導の統括は指導医が行う 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎/多発性筋炎、強皮症などのリウマチ膠原病、間質性肺炎、過

敏性肺臓炎、COPD や気管支喘息の急性増悪、Pneumocystis pneumonia や肺結核などの感染症、薬物アレルギ

ーや食物アレルギーの検査入院など。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、病棟回診、夕カンファレンス 

火曜日：朝カンファレンス、病棟回診、夕カンファレンス、講義 

水曜日：朝カンファレンス、病棟回診、気管支鏡検査、夕カンファレンス 

木曜日：朝カンファレンス、病棟回診、夕カンファレンス 

金曜日：朝カンファレンス、病棟回診、症例検討会 

土曜日：朝カンファレンス、病棟回診、夕カンファレンス、抄読会 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される

指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

 

感染症科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 診察により微生物を推測、決定するプロセスと、”抗菌薬選択の原則”を理解し実践する。 
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２．行動目標（SBO） 

 厚生労働省のガイドラインに準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力（医療人として必要な基本 

 的姿勢・態度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下にあげた行動目標を踏まえて研修 

 を行う。 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快 

    感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて 

    理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働 

    できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出 

   来る。問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上 

   に努める 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理へ 

   の参画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策(Standard Precautions を含む)について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、 

   院内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 
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  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の 

   解釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が 

   適切にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づ 

   いた適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、 

   適切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に 関する基本 

   的態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画(診断、治療、患者・家族への 

   説明を含む)の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断(デイサージャリー症例を含む)ができる。 

  ④患者および家族の QOL(Quality of Life)を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む) 

   に参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに、感染症診療のプロセス、抗菌薬選択の基本的な根拠、感染症の経過の見方、感染予防策についての基本

的知識。標準予防策、接触予防策、飛沫予防策、空気予防策の知識の修得と、感染症にまつわる病歴の取り方、身

体所見の取り方、感染予防のための手洗･手指消毒の方法、感染予防個人防護具(PPE)の正しい着脱法などの技

術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(4) 指導体制 
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指導医 2 名、フェロー5 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(5) 研修中に経験する代表的な疾患 

sepsis, septic shock, 感染性心内膜炎、化膿性椎体炎、肺炎、急性胆管炎、腹腔内膿瘍、腎盂腎炎、カテーテル

関連感染症、蜂窩織炎、壊死性筋膜炎、髄膜炎、結核、リケッチア感染症、HIV 感染症、その他。 

1 チーム 20−25 例の症例を担当。1 日あたり新患 2−4 名の担当医となる。 

(6) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、午後回診 

火曜日：朝カンファレンス、午後回診、Journal Club 

水曜日：朝カンファレンス、午後回診 

木曜日：朝カンファレンス、午後回診、Microbiology round 

金曜日：朝カンファレンス、午後回診、ケースプレゼンテーション 

土曜日：朝カンファレンス、午後回診 

 

 

５．評価方法 

  研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施され

る指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断される。 

 

在宅診療科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 脳梗塞後遺症、悪性腫瘍、慢性呼吸不全、神経難病など、多彩な患者さまの診療を通じ、退院後の自宅での

患者さんの生活を知る。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 
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  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適
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切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、介護保険など社会資源の活用方法、生活者として患者をとらえる視点の涵養、慢性重症患者の長期管理 

 （経管栄養、尿道カテーテル、気管切開、リハビリ、精神的サポートなど）、高齢者の内服管理、高齢者の栄養管理

の研修に、重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフ医師 3 名、非常勤医師 3 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   ALS，末期悪性腫瘍、COPD、脳血管障害後遺症などで、いずれも ADL が極度に低下した患者が中心となる。  

在宅での緩和医療も経験可能である 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス 

火曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス、臨時訪問診療 

水曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス 

木曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス、抄読会 

金曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス、臨時訪問診療 
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土曜日：朝カンファレンス、訪問診療、夕カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

消化器外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 外科診療に共通する、手術適応の判断、術前管理、手術の実際、術後管理を幅広く学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 
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  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 
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 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

主任部長 1 名、部長 3 名、医長 3 名、後期研修医 7 名が診療チームを編成し、研修医指導を行う。初期研修医

は、直接的には後期研修医の指導のもとで動くことになるが、研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

上部、下部消化管、肝胆膵疾患など。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、早朝カンファレンス、手術 

火曜日：病棟回診、早朝カンファレンス、手術、消化器病カンファレンス 

水曜日：病棟回診、早朝カンファレンス、手術 

木曜日：病棟回診、早朝カンファレンス、手術 

金曜日：病棟回診、早朝カンファレンス、手術、症例検討会 

土曜日：病棟回診 

 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

呼吸器外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 外科診療に共通する、手術適応の判断、術前管理、手術の実際、術後管理を幅広く学ぶ。 
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２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 
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  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

顧問 1 名、部長 2 名、後期研修医 2 名が診療チームを編成し、研修医指導を行う。 

研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 88 - 
 

肺癌、転移性肺腫瘍、自然気胸、嚢胞性肺疾患、膿胸、胸腺腫瘍、胸部外傷など。 

(3) 週間スケジュール 

  月 火 水 木 金 土 

7：30-8：00   
呼吸器カンファ 

    術前カンファ   

8：00-8：30 病棟カンファ 病棟カンファ 病棟カンファ 病棟カンファ 病棟カンファ 

午前 手術 手術 手術       

午後 手術 手術 手術 気管支鏡 気管支鏡   

16：00-17：00         外科カンファ   

 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

心臓血管外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) AAA (Ability, Availability, Affability) を臨床医の基本として研讃を重ねる。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 
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 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 
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 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、循環動態の把握、elective, urgent, emergent の判断能力の涵養、開心術（体外循環を使用した手術）の特殊 

 性の理解に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   虚血性心疾患、弁膜疾患、大動脈疾患、末梢血管疾患 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、カンファレンス、抄読会 

火曜日：病棟回診、手術 

水曜日：病棟回診、カンファレンス 

木曜日：病棟回診、手術、 

金曜日：病棟回診、カンファレンス 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 
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脳神経外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 意識障害、麻痺、失語、失認、認知機能低下など、脳疾患の様々な症状を系統立てて診断する能力の修得、

画像診断、手術療法を含んだ治療法選択についての研修に重点を置く。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努
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める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 
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３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、神経学的診断、放射線学的診断（CT、MRI、脳血管撮影など）、穿頭術と開頭術の基本、血管内治療の基本、 

 脳出血とくも膜下出血の初期治療と術後管理、脳腫瘍や外傷患者の診断と治療の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍、頸部内頸動脈狭窄、水頭症、慢性硬膜下血腫など（各２例程度を受け持つ）。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：新入院患者カンファランス、病棟回診、リハビリカンファランス 

火曜日：新入院患者カンファランス、手術、病棟回診、栄養サポートチームカンファランス 

水曜日：新入院患者カンファランス、病棟回診、英文誌抄読会 

木曜日：新入院患者カンファランス、手術、病棟回診、神経放射線カンファランス（2 回 / 月） 

金曜日：新入院患者カンファランス、手術、病棟回診 

土曜日：新入院患者カンファランス、病棟回診、神経病理カンファランス（1 回 / 月） 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される

指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

脊椎脊髄外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 臨床医として身につけておくべき脊椎脊髄疾患および末梢神経疾患の基本的診察法，検査および手術手技の

基礎を学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態
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度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 
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  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、脊椎脊髄疾患，末梢神経疾患患者の病歴聴取、神経学的診断、放射線学的診断、脊椎脊髄疾患の初期治

療と術後管理の基本の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   久保田基夫（脊髄外科学会指導医・監事，脊椎脊髄神経手術手技学会理事，脊髄障害医学会評議員他） 

譲原雅人（脊髄外科学会認定医） の 2 名を中心に指導を行う。 

研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

頚椎、胸椎、腰椎変性疾患、椎体圧迫骨折、脊髄腫瘍、感染性脊椎疾患、脊髄血管障害、脊椎脊髄外傷、頭蓋

頚椎移行部奇形、絞扼性末梢神経障害など。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：症例検討会、術前検討会、ジャーナルクラブ 
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火曜日：手術、病棟回診 

水曜日：手術、症例検討会、術前検討会 

木曜日：病棟回診、リハビリカンファレンス 

金曜日：病棟カンファランス、手術、神経放射線カンファランス（2 回 / 月） 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

  研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される

指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

乳腺科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 多くの専門家（乳腺外科医、乳腺画像専門医、乳癌検診専門医、腫瘍内科医、放射線治療医）が連携して実施

している乳腺疾患診療の全体像を理解し、最先端の乳腺診療を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 
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  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 98 - 
 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に外科的アプローチだけでなく、乳腺疾患に悩む患者に、様々な治療選択肢を提示でき、全人的に患者に関われ 

 る医師育成を目標とする。 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

スタッフ医師 8 名、後期研修医 4 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

 

(2) 週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

8:00-9：00   抄読会 Tumor Board 

カンファ 

医局カンファ 

(morbidity など) 

    

午前 STMTM     手術、生検 手術、STMTM 乳腺ペイン 

（第 1 のみ） 

午後 手術、生検   手術、生検 手術 手術 

セカンドオピ

ニオン外来 

  

18：00～   術前カンファ 部長回診 DCIS カンファ 

（第 2 木） 

CPC 

（第 4 木）  

術後回診   

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 
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整形外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 整形外科疾患患者への対応の基本を学び、画像の読影、捻挫や外傷の救急対応に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 
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 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 101 - 
 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、骨関節の単純レントゲン読影、外傷の処置に関する知識、ギプス巻き、シーネ固定、弾性包帯固定、縫合、骨

折徒手整復、骨折観血的整復固定術などの技術を重点的に研修する。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

指導医は 5 名、全員日本整形外科学会の専門医である） 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   大腿骨頸部骨折（内側骨折・転子部骨折）、橈骨遠位端骨折、バネ指、足関節果部骨折、手根管症候群、 

   膝蓋骨骨折、上腕骨骨折、靱帯損傷 

 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、手術、術後カンファ、リハビリカンファ、新患カンファ、リウマチカンファ 

火曜日：病棟回診、手術 

水曜日：病棟回診、手術、抄読会、勉強会 

木曜日：抄読会、病棟回診、術前カンファ、新患カンファ 

金曜日：病棟回診、手術 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

形成外科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 形成外科の基本的診療に必要な知識・技術を身につけ、器械縫合の基本手技を習得する。 

 

２．行動目標（SBO） 
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 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 
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  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、外傷治療の基本、形成外科的診察の基本、遊離植皮術の基本の習得に重点を置き、陥入爪治療、基本的 

 な器械縫合が出来るようになる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導医 2名、スタッフ医師を中心に指導を行う。研修医指導統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   皮膚良性腫瘍の手術症例：外来 20 例／月、皮膚悪性腫瘍の切除、再建症例：入院 10 例／月 

  軟部組織損傷、顔面骨骨折、熱傷などの外傷：入院 5 例／月 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 104 - 
 

  そのほかに眼瞼下垂、下肢静脈瘤など 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、手術、褥瘡委員会（第 2 週）、カンファランス 

火曜日：病棟回診、勉強会 

水曜日：病棟回診、手術、乳腺外科・形成外科合同カンファランス（第 4 週） 

木曜日：病棟回診、術前カンファ、術後カンファ 

金曜日：病棟回診、手術、 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

泌尿器科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 将来どの診療科に進むにしても必要な尿路感染症や排尿に関する分野、尿閉や血尿、結石などの救急対応、

尿道カテーテル挿入の方法などについて、確実かつ安全な対応ができる基礎知識と技術を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 
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 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 
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 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、泌尿器科疾患の基本的な知識、必要な知識へ到達する方法の修得、泌尿器科手術の周術期の管理、腎後 

 性腎不全や尿閉の初期治療、尿路感染症の治療、尿道カテーテル操作などの技術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフは部長 1 名、部長代理 2 名、医長１名、後期研修医 3 名。各医師とも泌尿器科全般を指導できる。指導

医とともに入院患者を受け持ち、監督下で指示を出し手術を受け持つ。他科からのコンサルト対応や拘束業務を

指導医とともに担当し、プライマリケアを修得する。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   前立腺癌、腎細胞癌、腎盂尿管癌、膀胱癌、前立腺肥大症、腎盂腎炎、尿路結石など、１ヶ月あたり 30 例程度。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、手術 

火曜日：病棟回診、症例カンファランス、腫瘍内科合同カンファランス（第 2、4 火） 

     後期研修医向けレクチャー（第 1、3、5 火）、排尿障害カンファランス（第 1 火） 

水曜日：病棟回診、手術 

木曜日：病棟回診、外来レントゲンカンファランス、術前カンファランス 

金曜日：病棟回診、手術、症例カンファランス、勉強会・Journal Club 

土曜日：病棟回診 
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５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

 

産婦人科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 妊産婦取り扱いの基礎的知識や婦人科疾患の知識を深め、その診断法や手術適応判断を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。
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問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 
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 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。  

  特にプライマリケアに必要な、女性特有の疾患、ホルモン変化、妊娠分娩に関する知識と良識の修得（例えば妊婦

に対する投薬の知識や女性患者に対する医療面接のポイントなど）、日常遭遇する頻度の高い婦人科疾患（卵巣

腫瘍茎捻転や子宮外妊娠症例など）に対する基礎的知識、経膣超音波診断技術の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(4) 指導体制 

   産婦人科指導医、後期研修医、初期研修医で構成される診療チームの一員として、上級医とともに診療にあた

る。研修医指導の統括は指導医が行う 

(5) 研修中に経験する代表的な疾患 

 産科 ：①正常分娩を 5 例以上  ②定期帝王切開分娩症例および緊急帝王切開分娩症例の分娩 

      ③ハイリスク妊娠症例（母体合併症妊婦、PIH、切迫早産、前期破水） 

      ④産科外来および産褥検診、ハイリスク産科外来、胎児精密超音波外来に陪診 

 婦人科：①5 名前後の婦人科手術症例（子宮筋腫、子宮癌、良性卵巣腫瘍、卵巣癌、骨盤臓器脱）の手術に  

担当として関わり、周術期管理も受け持つ ②婦人科腫瘍化学療法症例 

(6) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、周産期カンファレンス 

火曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、NICU・産科カンファレンス 

水曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、抄読会 

木曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、婦人科腫瘍カンファレンス 

金曜日：病棟回診、周産期カンファレンス、婦人科総合カンファレンス 

土曜日：病棟回診、周産期カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

耳鼻咽喉・頭頸部外科 

１．一般目標（GIO） 
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(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 耳・喉頭の所見の取り方、耳鼻咽喉科に特有の疾患の診断・治療についての基本を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 
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  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、耳、鼻、咽頭・喉頭の診察、耳鼻咽喉科疾患、特に緊急性・重篤性のある疾患の診断・初期治療の修得、鼻 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 112 - 
 

 鏡、耳鏡、額帯鏡などの使い方、喉頭ファイバースコープの使い方、眼振所見の取り方などの技術の習得に重点を 

 置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

常勤医 6 人（耳鼻咽喉科専門医 2 人）で指導を行う。指導医の監督下で、外来診療を経験する（１日あたり外来

患者数 5 名程度）。救急・外来からの入院患者の診療、術後患者の管理を、医療チームの一員として行う。手術

にも参加し、気管切開術は必ず経験する。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、手術 

火曜日：病棟回診、手術、抄読会 

水曜日：病棟回診、頭頸部腫瘍カンファ（隔週水曜日朝）、症例カンファ（午後） 

木曜日：病棟回診、手術 

金曜日：病棟回診、病棟カンファ・嚥下カンファ（金曜日午後） 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

眼科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 眼科固有の特定疾患の診療、糖尿病性網膜症や高血圧性網膜症などの全身疾患に起因する各種病態の診

療を習得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快
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感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 
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  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、視力や視野、網膜電位図などの基礎検査の方法と解釈、前眼部検査の方法、眼底病変の所見の取 

 り方について、指導医とともに実践して理解、習熟する。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導医 1 名、専門医 2 名、スタッフ 2 名、後期研修医 3 名で指導にあたる。研修医指導統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

白内障や網膜剥離等、手術治療を必要とする症例を中心に 5，6 例を受け持つ。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、手術、カンファレンス 

火曜日：病棟回診、外来、カンファレンス、症例検討会、抄読会 

水曜日：病棟回診、手術 

木曜日：病棟回診、外来、カンファレンス 

金曜日：病棟回診、手術、カンファレンス 

土曜日：病棟回診、外来 
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５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

スポーツ医学科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 早期の運動、仕事復帰を目指す、機能外科としてのスポーツ医学の基本的な考え方を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 
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  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 
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  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、骨関節の単純レントゲン読影、外傷の処置に関する知識、ギプス巻き、シーネ固定、弾性包帯固定、縫合、骨

折徒手整復、骨折観血的整復固定術などの技術を重点的に研修する。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

指導医は以下の 3 名である。研修医指導の統括は指導医が行う。 

大内 洋  部長 千葉県臨床研修指導医、日本整形外科学会指導医講習会受講 

山田 慎 部長代理 厚生労働省指導医講習会受講 

服部 惣一  医長 外国医師臨床修練指導医 

 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

   前十字靭帯断裂，半月板損傷，肩関節脱臼，腱板損傷，他スポーツ障害 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、術前カンファ 

火曜日：病棟回診、手術、 

水曜日：抄読会、病棟回診、リハビリスポーツカンファ、アスレチックトレーナーミーティング 

木曜日：病棟回診、手術 

金曜日：病棟回診、手術、術後カンファ 

土曜日：病棟回診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

皮膚科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 
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(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 皮膚科疾患名を系統だって学習、習得し、内服薬や外用薬の選択、皮膚組織生検の方法に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 
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 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、診断名、病変部位に応じた適切な治療法の選択が判断できること、皮膚生検の方法（生検すべき臨床症状、 

 生検時期、生検部位および生検手技の選択を含む）の習得に力を入れる。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 
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   指導医 2 名、スタッフ医師 2 名を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

皮膚科外来疾患全般、重症熱傷、進行した皮膚癌などの入院疾患 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、外来、皮膚生検、他科コンサルトの対診 

火曜日：病棟回診、外来、皮膚生検、他科コンサルトの対診、症例検討会 

水曜日：病棟回診、外来、皮膚生検、他科コンサルトの対診、抄読会 

木曜日：病棟回診、外来、皮膚生検、他科コンサルトの対診、カンファレンス 

金曜日：病棟回診、外来、他科コンサルトの対診 

土曜日：病棟回診、外来、他科コンサルトの対診 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

小児科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 小児の初期診療を主体的に行うことが出来る。 

(5) 成長過程の小児特有の生理・病理に習熟する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 
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 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 
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 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に小児の成長、発達（運動、言語など）、栄養、小児期の生理（各臓器の成人との相違）。小児特有の疾患、病態 

 の理解（熱性けいれん、川崎病など）の知識、小児の診察手技、採血、点滴確保などの技術は重点的に研修する。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   主治医、スタッフ医師、後期研修医とともに、チームで入院患児の診療に従事する。採血・点滴等の手技は上級

医の指導の下で行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

呼吸器疾患（気管支炎、肺炎、細気管支炎など）、アレルギー疾患（気管支喘息など）、循環器疾患（先天性心疾

患、川崎病など）神経疾患（熱性けいれん、てんかんなど）、消化器疾患（急性胃腸炎、腸重積、ケトン性嘔吐症

など）。入院受け持ち患者数は 3-6 名程度。急性疾患が多く在院日数が短いので、多くの患者を診ることが可能。 

(3) 週間スケジュール 

毎朝夕、全員で行う臨床カンファレンスが当科研修の特徴である。 

すべての入院患者を詳細に把握し、病態の理解、治療の考え方を日々学ぶことができる。 

 モーニングカンファレンス 毎朝 8:15- 

 イブニングカンファレンス 毎夕 16:45- （適宜 症例検討会、抄読会、予演会） 

 

月曜日 午前 病棟業務、部長回診 午後 病棟業務 周産期カンファレンス 

火曜日 クリニカルカンファレンス （7:00-）、午前 外来業務 午後 病棟業務、病棟カンファレンス 
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ジャーナルクラブ 

水曜日 午前 病棟業務 午後 救急業務 

木曜日 午前 外来業務、部長回診 午後 病棟業務   

金曜日 脳波、MRI 読影 （7:00-）、午前 病棟業務 午後 病棟業務 外国人指導医カンファレンス 

土曜日 午前 病棟業務 午後 病棟業務 

 

５．評価方法 

   研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施され

る指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

精神科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 精神科的アプローチに関する知識、具体的アプローチの方法を修得する。 

(5) 個々の精神疾患に関する知識を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 
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  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明
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を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 とくに向精神薬の概要の把握と使用に際しての注意点、治療面接の技法のエッセンスとソーシャルワークの重要性 

 の理解、日常臨床の中での心理療法士との連携の仕方については、重点的に研修を行う。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   スタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修医の主な業務 

   入院患者の担当医（第 2）として日常診療に従事する 

   外来初診患者の予診を施行し、自分なりの考察をした上で指導医の診察に陪席し指導を受ける。 

   リエゾン診療には指導医に同行し具体的指導を受ける。 

   可能な限り夜間の救急外来診療にも同席する 

(3) 研修中に経験する代表的な疾患 

   統合失調症など精神病性障害 

   気分障害（大うつ病性障害、双極性気分障害） 

   神経症性障害（転換性障害、身体表現性障害など） 

   認知症、中毒性精神障害 

   器質・症状性精神障害（含・せん妄） 

以上の疾患から一人一日平均 5-8 名、新入院の患者を中心にして診療に従事する。 

(4) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、外来研修 

火曜日：病棟回診、外来研修、リエゾンカンファレンス 

水曜日：病棟回診、外来研修 

木曜日：病棟回診、外来研修 
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金曜日：病棟回診、外来研修、病棟カンファレンス、問題症例検討会 

土曜日：病棟回診、外来研修 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

放射線科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 中枢神経、胸腹部、乳腺、血管内治療、核医学、放射線治療の各分野について、基本的知識を習得し、多くの

症例を経験することにより、画像診断能力、治療適応の判断能力を身につける。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 127 - 
 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に
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参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、画像診断に必要な正常解剖の知識の修得、各種画像検査法の原理の理解、指導医の監督下での画像読 

 影、核医学診断、血管 IVR、放射線治療の知識、技術の習得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   放射線学会診断専門医４名、放射線治療専門医１名。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

中枢神経疾患の画像診断、胸部腹部系の画像診断、血管 IVR、放射線治療、核医学診断全般 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス 

火曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス、抄読会、消化器内科・外科合同カンファ 

水曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス、症例検討会、総合内科カンファ、肝臓カンファ 

木曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス、脳神経外科とのカンファレンス 

金曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス、リウマチ膠原病内科、神経内科カンファレンス 

土曜日：朝カンファレンス、画像読影、夕カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

臨床病理科 

１．一般目標（GIO） 

(5) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(6) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 
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(7) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(8) 病理検査に関する基本的な知識と技術を学び、臨床医として、病理学的な検査のオーダーや病理学的診断結

果の評価を適切に行えるようにする。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 
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 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、光学顕微鏡操作法、蛍光顕微鏡操作法、光学顕微鏡写真撮影法の習得、特殊染色、免疫染色の目的および 

 その結果の解釈、術中迅速診断の意義と限界の理解、病理解剖の法的制約と手続きの理解に、重点を置く。 

 

４．研修方略 
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(4) 指導体制 

  常勤の病理専門医 3 名・口腔病理専門医 1 名のほか、非常勤の大学教授・准教授、研究所研究員（専門領域 

  は、血液病理、肺病理、肝病理、口腔病理など）が指導に当たる。研修医指導の統括は指導医が行う 

(5) 研修中に経験する代表的な疾患 

1 日平均、生検 10 例、手術例 2 例程度の組織検査を担当し、指導医の指導の下、病理組織検査報告書を作成 

する。月間目標数、生検 200 件、手術例 40 件、術中迅速診断は、20 例。病理解剖研修 月間目標数 2 体。 

 

(6) 週間スケジュール 

月曜日：組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

火曜日：輪読会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

水曜日：抄読会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

木曜日：組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

金曜日：症例勉強会、組織検査、術中迅速診断、病理解剖（随時） 

土曜日：血液病理、肝病理セミナー各月 1 回、病理解剖（随時） 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

集中治療科 

１．一般目標（GIO） 

(6) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(7) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(8) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(9) 急性期管理のうち、特に呼吸、循環管理、輸液管理に習熟する。 

(10) 臨床エビデンスを意識した集中治療管理の基本を修得する。 

 

２．行動目標（SBO） 

 ”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修の

到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態度、

医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 
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  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適
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切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。特にプレゼンテーション能力、チーム医療能力、コンサルテーシ

ョン能力、患者全身管理における by system アプローチ、文献検索および文献の批判的吟味、動脈圧ライン挿入、

中心静脈ライン挿入、患者トリアージ能力の修得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(4) 指導体制 

    部長：林淑朗（集中治療専門医、麻酔科専門医・指導医）、部長代理：滝本浩平（集中治療専門医、麻酔認定

医）、軽米寿之（救急専門医）、安田英人（集中治療専門医、救急専門医）、麻生将太郎（非常勤医師：救急専門

医）。上記のスタッフ医師、後期研修医を中心に指導を行う。研修医指導の統括は指導医が行う。 

(5) 研修中に経験する代表的な疾患 

   敗血症、急性呼吸不全、ショック全般、急性腎不全、合併症を持つ外科患者の術後、大手術術後 

受け持ち人数は 1-6 名 

(6) 週間スケジュール 

月曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス、ジャーナルクラブ、リサーチカンファレンス 

火曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

水曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

木曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 
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金曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス、講義、外国人指導医の教育回診 

土曜日：朝カンファレンス、回診、夕カンファレンス 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

リハビリテーション科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 患者さんを社会復帰に導くために必要な医療がどういうものかを学び、患者さんを中心とした全人的医療を体

験する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 
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 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に
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参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、リハプログラムの作成（リハに関連するリスク管理、予後予測にもとづく治療計画）の習得に重点を置く。 

 また、嚥下造影、嚥下内視鏡の安全な実施方法も身につける。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導スタッフ：宮越浩一（リハ学会専門医・認定臨床医・整形外科専門医）、井合茂夫（リハ学会認定臨床医）、山

本昌範（リハ学会専門医・認定臨床医）。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

脳血管障害、頭部外傷、脊髄疾患、骨関節疾患、脳性麻痺など。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：入院リハビリ診療 

火曜日：入院リハビリ診療、抄読会 

水曜日：入院リハビリ診療、神経内科カンファレンス、腎臓内科カンファレンス 

木曜日：外来リハビリ診療、整形外科カンファレンス、救命救急科カンファレンス 

金曜日：入院リハビリ診療、脳神経外科カンファレンス 

土曜日：外来リハビリ診療 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

疼痛・緩和ケア科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、
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患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 痛みやつらさの緩和に関する知識、技術を習得し、チーム医療の中で実践する全人的ケアを経験する。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院
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内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 

 

 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に、疼痛コントロールの基本的知識、技術の修得、緩和医療におけるＥＢＭの理解、全人的なケアの経験、スピリ 

 チュアルケアの実際、緩和ケアにおける医療倫理などの修練に力を入れる 
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４．研修方略 

(1) 指導体制 

   指導医 関根龍一、蔵本浩一、緩和ケアチーム専任精神科医 大上俊彦が中心に指導に当たる。緩和ケアチー

ム専従看護師 千葉恵子（緩和ケア認定看護師）、緩和ケアチーム専従チャプレン 瀬良信勝（スピリチュアルケ

ア担当）も指導に協力する。研修医指導の統括は指導医が行う 

(2) 研修中に経験する代表的な疾患 

緩和ケアチームが担当する入院コンサルト患者を常時 5-10 名程度（患者の困難度に応じて調整）、スタッフ医師

とともにフォローする。担当患者の約 80%は、痛みやつらさの強い、各種進行がん患者。残りの 20%が非がん疾

患で、痛みやつらさが強い進行性慢性疾患の患者である。 

(3) 週間スケジュール 

月曜日：病棟回診、ショートカンファ、抄読会（月 1 回） 

火曜日：病棟回診、ショートカンファ 

水曜日：病棟回診、ショートカンファ、在宅カンファ、チームカンファ、デスケースカンファ（月 1 回） 

木曜日：病棟回診、ショートカンファ、病棟カンファ、スピリチュアルケアカンファ、緩和ケア外来 

金曜日：病棟回診、ショートカンファ、緩和ケア外来 

土曜日：病棟回診、ショートカンファ 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される

指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

東洋医学診療科 

１．一般目標（GIO） 

(1) 将来の専門性にかかわらず、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に適切に対応するため、幅広い知識、技

能、態度と、その応用力を身につける。社会の枠組みの中で、医療に携わるチームの一員としての見識を持ち、

患者さまの多様なニーズに対して全人的な対応が出来るようになる。 

(2) しっかりとした基本診療能力、急変や集中治療の現場での対応能力、幅広い外来診療能力を修得する 

(3) 各自の将来目標を明確に意識しながら、目標と有機的に連関する研修を行う。 

(4) 東洋医学の基本的な診察法、東洋医学の基本論理を習得し、処方決定のプロセスを学ぶ。 

 

２．行動目標（SBO） 

”医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について”の別添で示されている臨床研修

の到達目標 に準拠して、すべての臨床医に求められる基本的な臨床能力 （医療人として必要な基本的姿勢・態

度、医師として必要な知識・判断力・技能）を身につけるために、以下の行動目標に沿った研修を行う。 

 

 (1)患者－医師関係 



   

⻲⽥初期研修プログラム   - 140 - 
 

  ①患者、家族の有する問題を、身体的、心理的、及び社会的側面から全人的に理解した上で、患者、家族に不快

感を与えない態度で、適切に処理できる。 

  ②患者・家族との良好な人間関係を確立できる。 

  ③医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントについて理解できる。 

  ④医師としての守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

 

 (2)チーム医療 

  ①医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他のメンバーと協働できる。 

  ②適切な時期に、指導医、専門医へのコンサルテーション、他施設への患者紹介ができる。 

  ③上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

  ④同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

  ⑤患者の転入、転出時に適切な情報交換ができる。 

  ⑥関係機関や諸団体の担当者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

 

 (3)問題対応能力 

  ①問題点を病態生理的側面、社会的側面、疫学・公衆衛生的側面、倫理的側面から把握・整理することが出来る。

問題点の解決のために必要な情報を収集・評価した上で、当該患者に対する適応を判断できる。 

  ②自己評価および第三者による評価を踏まえて、問題対応能力の改善に努めることが出来る。 

  ③臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動への参加の機会があれば積極的に参加する。 

  ④生涯にわたり自己学習する態度を身につけ、自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上に努

める。 

 

 (4)安全管理 

  ①患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行に努力し、安全管理の方策を習得して、危機管理への参

画ができる。 

  ②院内のマニュアルなどに沿って、医療事故の防止と事故後の対応を行うことができる。 

  ③院内感染及びその対策 (Standard Precautions を含む) について理解し、院内のマニュアルなどに沿って、院

内感染発生の防止と発生後の対応を行うことができる。 

 

 (5)医療面接 

  患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接と指示、指導ができる。 

  ①医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解した上で、コミュニケーションスキルを習得し、患者の解

釈モデル、受診動機、受療行動を把握することができる。 

  ②診療に必要な患者情報(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取と記録が適切

にできる。 

  ③患者および家族に対して、指導医とともにインフォームドコンセント、インフォームドアセントの考え方に基づいた

適切な説明と療養の指導ができる。 
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 (6) 症例呈示 

  ①チーム医療の実践と自己の臨床能力向上のために、カンファレンスや学術集会で、症例呈示、討論を行い、適

切な問題対応ができる能力を身につける。 

  ②臨床症例に関する院内外のカンファレンスや学術集会に参加して、症例呈示および意見交換に関する基本的

態度を身につける。 

 

 (7)診療計画 

  保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

  ①疾患の全体像を把握し、医療・保健・福祉への配慮を行いながら、診療計画 (診断、治療、患者・家族への説明

を含む) の作成ができる。 

  ②診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用ができる。 

  ③入退院の適応の判断 (デイサージャリー症例を含む) ができる。 

  ④患者および家族の QOL (Quality of Life) を考慮した、総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)に

参画できる。 

  ⑤診療録やその他の医療記録を適切に作成できる。 

 

 (8) 医療の社会性 

  ①医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する態度を身につける。 

  ②医療に関する法令を学び遵守することができる。 

  ③医療保険制度および公費負担制度の枠組みと内容を理解した適切な診療ができる。 

  ④医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動ができる。 

 

３．到達目標 

 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。 

 特に東洋医学の基本的な診察法、東洋医学の基本論理の習得に重点を置く。 

 

４．研修方略 

(1) 指導体制 

 部長 南澤潔 日本東洋医学会認定漢方専門医・指導医 

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本救急医学会認定救急科専門医 

研修医指導の統括は指導医が行う。 

 

(2) 週間スケジュール 

月曜日：外来診療、他診療科の対診 

火曜日：外来診療、他診療科の対診、勉強会 

水曜日：外来診療、他診療科の対診 

木曜日：外来診療、他診療科の対診 
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金曜日：外来診療、他診療科の対診 

土曜日：外来診療 

 

５．評価方法 

 研修医手帳に記載した自己研修状況の記録、基本手技の達成度の確認、各診療科での研修修了時に実施される 

 指導医評価、ならびにコメディカル評価を総合し、判断する。 

 

 

 

 

 

 

15.連絡先 

〒296-8602 

千葉県鴨川市東町 929 

医療法⼈鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 卒後研修センター 

電話 04-7092-2211, FAX 04-7099-1245 

e-mail: igakusei@kameda.jp 

URL: http://www.kameda-resident.jp/junior/ 
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別添 

協⼒型臨床研修病院、臨床研修協⼒施設 指導医名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


