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1. 東京共済病院 初期臨床研修プログラムについて 

理念 

 医師として必要な人格、社会性を育てながら基本的な診療能力を身につけて

医療・医学における将来の基礎を築く。 

目標 

 医療や医学一般は社会の一部であり、医療関連法規、健康保険制度、各種医

療施設、学会などによって構成されている。これらの社会制度は重要であるが、

実際の現場においては、個人としての医療者、患者関係が最小の基本単位とな

り、いかなる制度もその代わりとはならない。本プログラムにおいては、初期

研修医が医療現場における医師としての必要な態度、技能、知識、社会性を身

につけ、今後のキャリアの基礎を作ることを目標とする。 

 

特色 

 当院は東京都区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）を医療圏とする地域中

核病院である。 

 本臨床研修プログラムの特色は以下の四点である。 

 第一に、大都市部のコミュニティにおける地域密着型の二次救急、病棟•外

来を通じて医師としての基礎を身につけることができる。当院には療養病床や

介護老人保健施設が併設されているため、急性期から慢性期への一貫した診療

を経験できる。 

 第二に脳神経センター、呼吸器疾患センター、腎臓内分泌センターがあり、

プライマリケアのみならず、専門診療の連携実践を学ぶことができる。特に悪

性腫瘍の診療に力をいれている。 

 第三に、中規模市中病院であるため、より患者や家族に近い視点に立つこと

ができる。我が国においては高齢化が進行することが予測されている。専門や

立場にもよるが、今後医師としてその現実に直面することが多くあるだろう。

医師生活の出発点で、単なる疾患名や統計数字に還元され得ない患者の現実を

肌で感じることは大事な経験である。 

 第四に、当院は 2004 年の新医師臨床研修制度の必修化以来、東京大学、東

京医科歯科大学の協力型臨床研修病院であり、臨床教育の蓄積がある。医師の

経歴や出身医局も多岐にわたり、各診療科や上級医との垣根も低い。大学病院

の診療も経験できる。 

 以上、プライマリケアから専門診療までひろく経験しながら視野を広げ、自

らの志を育むことができることが特色である。 
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2. プログラム概要 
 

1) オリエンテーション  

 プログラム開始時に、院内各部署の業務、採血などの基本手技、Immediate 

Cardiac Life Support などの短期研修を行う。 

 

2) 診療科 

内科系：循環器科、呼吸器科、消化器科、腎臓内科、内分泌代謝科、神経内科 

        リウマチ膠原病科 

外科系：麻酔科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、 

        呼吸器外科、麻酔科、皮膚科、眼科 

 

3) 年次別カリキュラム 

◯1年目 

<必須> 

 内科系  6 ヶ月: 内科系診療科より 3科を選択する。 

 外科系  2 ヶ月: 外科系診療科（麻酔科以外）より 1科を選択する。 

 麻酔科  2 ヶ月: 

 救急部門 1ヶ月: 

<選択> 

 麻酔/自由選択 １ヶ月 :麻酔科をさらに１ヶ月か、それまで選択していない診

療科を研修する。また必須で選択した内科系や外科系診療科を 1ヶ月延長して

計 3ヶ月にすることも可能である。 

<救急について＞ 

 平日時間内は各科当番（内科系は内科急患当番として交代制）にて診療する。

時間外は内科系、外科系、ICUの日当直体制（脳神経救急は特定日）である。 

 当院には独立した救急科がないが、救急指導医が在籍しており、一年次 4月

の１ヶ月をまとまった救急研修とし、心肺蘇生術研修（シュミレーションラボ

を含む），日中の内科救急当番、日当直を行う。また、その後も、平日時間内

の救急当番と時間外の日当直を行なう。年間を通じて救急当番（週 2回、12ヶ

月、計 96回）、日当直（月 4回、12ヶ月、計 48回）を行うことで 3ヶ月の研

修とする  

◯2年目 

 必修 地域医療 1ヶ月、小児科 1ヶ月、産婦人科 1ヶ月、精神科 1ヶ月 

  のこり(8ヶ月)は１年次に研修を行わなかった診療科（1診療科 2ヶ月以上 

要調整）より選択する。 

 2年間を通じて、院外研修の時期を除き、救急当番、日当直を行う。 
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一年次（例） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 

救急 内科 内科 内科 内科 内科 
内

科 

麻

酔 

麻

酔 
外科 外科 選択 

1 ヶ月 6 ヶ月 2 ヶ月 2 ヶ月 1 ヶ月 

救急当番 （2 回/週）、日当直（4回/月） 

 

二年次（例） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

地域 

医療 

小

児 

精 

神 

産 

婦 
希望科 

1 ヶ

月 

1 ヶ

月 

1 ヶ

月 

1 ヶ

月 
診療科、期間は相談に応じます 

＾ 救急当番 （2 回/週）、日当直（4回/月） 

 

 

参考 

厚生労働省から定められている研修科目 (2015 年 3 月現在)  

必修科目 内科 6か月、救急部門 3か月、地域医療 1か月 

選択必修科目 外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科 
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3. 全共通目標 

一般目標  

 臨床医に必要な基本姿勢・態度・社会性・問題解決能力を身につける。 

行動目標 

1) 患者を全人的に理解し、患者及び家族と信頼関係を確立することができる。 

2) 他の医師や他職種、院外関係者とチーム医療を実践することができる。 

3) 患者の問題を把握し、その問題について対応型思考を行うことができる。 
4) 臨床上の疑問点を解決するために情報を収集、評価し、患者への適応を判断

できる。 

5) チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を

行なうことができる。 

6) 生涯にわたり自己学習、診療能力の向上に努める 

7) 医療の持つ社会的側面の重要性、法律、制度を理解して適切に診療できる。 

8) 医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 

経験目標 

1)  医療面接ができる。 

 
① 
患者・家族との信頼関係を産み、診断・治療に必要な情報が得られるような

医療面接を実施する 

   

2)  
病態の正確な把握ができるよう、全身にわたる身体診察を系統的に実

施し、記載できる。特に、 

 ① 全身の観察ができ、記載できる。 

 ② 頭頸部の診察ができ、記載できる。 

 ③ 胸部の診察ができ、記載できる。 

 ④ 腹部の診察ができ、記載できる。 

 ⑤ 骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる 

 ⑥ 神経学的診察ができ、記載できる。 

   

3) 

 

 

 

医療面接と身体所見から得られた情報をもとに必要な検査を実施また

は適応を判断し、結果の解釈ができる。（下線部は担当患者で経験す

る） 

 ① 一般尿検査（尿沈渣） 

 ② 便検査（潜血、虫卵） 

 ③ 血算・白血球分画 

 ④ 血液型判定・交差適合試験☆ 
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 ⑤ 心電図☆、負荷心電図 

 ⑥ 動脈血ガス分析☆ 

 ⑦ 血液生化学的検査 

  ・簡易検査（血糖など） 

 ⑧ 血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査を含む） 

 ⑨ 細菌学的検査・薬剤感受性検査 

  ・検体の採取（痰、尿、血液など） 

  ・簡単な細菌学的検査（グラム染色など） 

 ⑩ 呼吸機能検査 

  ・スパイロメトリー 

 ⑪ 髄液検査 

 ⑫ 内視鏡検査 

 ⑬ 超音波検査☆ 

 ⑭ 単純 X線検査 

 ⑮ 造影 X線検査 

 ⑯ X線 CT検査 

 ⑰ MRI検査 

 ⑱ 核医学検査 

 ⑲ 神経生理学的検査（脳波・筋電図など） 

   

4) ① 基本的手技の適応を決定し実施できる。 

 ② 
注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施

できる。 

 ③ 採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。 

 ④ 穿刺法（腰椎､胸腔、腹腔）を実施できる。 

 ⑤ 導尿法を実施できる。 

   

5) ① 基本的治療法の適応を実施し、適切に実施する。 

 ② 
療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）がで

きる。 

 ③ 
薬物の作用、副作用、相互作用について理解し､薬物治療（抗菌薬、副

腎皮質ステロイド薬、解熱薬、麻薬を含む）ができる。 

 ④ 基本的な輸液ができる。 

 ⑤ 
輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について理解し､輸血が実

施できる。 

   

6) ① 医療記録を適切に作成し、管理できる。 

 ② 診療録（退院時サマリーを含む）を POSに従って記載し管理できる。 

 ③ 処方箋､指示箋を作成し､管理できる。 



 

 - 7 - 

 ④ 
診断書、死亡診断書（死体検案書を含む）、その他の証明書を作成し､

管理できる。 

 ⑤ CPC(臨床病理検討会）レポートを作成し、症例呈示できる。 

 ⑥ 紹介状と、紹介状への返信を作成でき､それを管理できる。 

☆は自ら実施し結果を解釈できる。 

下線は受け持ち患者の検査として診療に活用すること。 
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4. 内科系診療科 

 内科は､循環器、消化器、腎臓、内分泌代謝、呼吸器、膠原病リウマチ、神経内科

の 7分野に分かれている。1年目においては 3 診療科の選択が必修であり各科を 2

ヶ月もしくは 3 ヶ月（うち１ヶ月は救急研修）ずつローテーションする。また希望により

研修期間の延長、診療科の追加が可能である。 

4-1 内科における共通目標 

 
一般目標：内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

      

経験目標 

1) 内科臨床で遭遇する頻度の高い症状について自ら診療し、鑑別診断ができる。  

(下線の症状を自ら診療し鑑別診断を行うこと) 

1) 全身倦怠感 

2) 食欲不振 

3) 体重減少、体重増加 

4) 浮腫 

5) リンパ節腫脹 

6) 黄疸 

7) 発熱 

8) 頭痛 

9) めまい 

10) 失神 

11) けいれん発作 

12) 胸痛 

13) 動悸 

14) 呼吸困難 

15) 咳・痰 

16) 嘔気・嘔吐 

17) 胸やけ 

18) 嚥下困難 

19) 腹痛 

20) 便通異常（下痢、便秘） 

21) 関節痛 

22) 歩行障害 
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23) 四肢のしびれ 

24) 血尿 

25) 尿量異常 

 

2) 内科臨床で緊急を要する症状・病態について初期治療に参加できる。 

 

1) 意識障害 

2) 脳血管障害 

3) 急性呼吸不全 

4) 急性心不全 

5) 急性冠症候群 

6) 急性腹症 

7) 急性消化管出血 

8) 急性腎不全 

9) 急性中毒 

10) 誤飲、誤嚥 

 

3) 経験が求められる疾患・病態 

 

１）  神経系疾患 

 ① 脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血） 

 ② 認知症疾患 

 ③ 変性疾患（パーキンソン病） 

 ④ 脳炎・髄膜炎 

   

2）  循環器系疾患 

 ① 心不全 

 ② 狭心症、心筋梗塞 

 ③ 心筋症 

 ④ 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈） 

 ⑤ 弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症） 

 ⑥ 動脈疾患（大動脈瘤） 

 ⑦ 高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 

   

3）  呼吸器系疾患 

 ① 呼吸不全 

 ② 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） 

 ③ 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症） 

 ④ 肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞） 



 

 - 10 - 

 ⑤ 異常呼吸（過換気症候群） 

 ⑥ 胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎） 

 ⑦ 肺癌 

   

4）  消化器系疾患 

 ① 
食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十

二指腸炎） 

 ② 小腸・大腸疾患（イレウス、潰瘍性大腸炎、クローン病） 

 ③ 胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎） 

 ④ 
肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコ

ール性肝障害、薬物性肝障害） 

 ⑤ 膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 

   

5） ① 腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患 

 ② 腎不全（急性・慢性腎不全、透析） 

 ③ 
原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候

群） 

 ④ 全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症） 

   

6）  内分泌・栄養・代謝系疾患 

 ① 視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害） 

 ② 甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症） 

 ③ 副腎不全 

 ④ 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖） 

 ⑤ 高脂血症 

 ⑥ 蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症） 

   

7）  感染症 

 ① ウイルス感染症（インフルエンザ） 

 ② 細菌感染症 (ブドウ球菌、MRSA, A 群レンサ球菌、クラミジア） 

 ③ 結核 

 ④ 真菌感染症 

 ⑤ 寄生虫疾患 

   

8）  免疫・アレルギー疾患 

 ① 全身性エリテマトーデスとその合併症 

 ② 関節リウマチ 

 ③ アレルギー疾患 
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9）  物理・化学的因子による疾患 

 ① 中毒（アルコール、薬物） 

 ② アナフィラキシー 

 ③ 環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害） 

   

10）  加齢と老化 

 ① 高齢者の栄養摂取障害 

 ② 老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡） 

   

 

4) 内科において経験できる特定の医療現場 

 

① 内科系疾患の救急医療を経験する。 

② 食事・運動・休養・飲酒・禁煙指導とストレスマネージメントができる。 

③ 予防接種を実施できる。 

④ 緩和ケア、終末期医療を経験できる。臨終の立ち会いを経験する。 



 

 - 12 - 

4-2 内科の概要 

 
 1) 循環器科  
 

一般目標 

① 適切な診察、必要な検査を行い、診断、治療へと導けるようにする。 

そのために必要となる基本的な循環器病の知識及び技能を習得する。 

② 救急外来での処置、検査、診断、治療法について習得する。 

③ 症例の適切な報告、発表の仕方を行う。 

④ 良好な患者－医師関係、コメディカル、他科の医師との連携がスムースに

行える。 

⑤ 内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

 Ａ．診察法・検査・手技 

 ①基本的な診察法、臨床検査および手技の習得 

 ②バイタルサインを含む全身状態の観察と把握、循環器学的な身体診察 

 ③循環器領域の基本検査および基本手技の習得 

 Ｂ．症状・病態の理解、把握 

  症状、身体所見、簡単な検査所見から鑑別診断、検査計画、初期治療を的確に行   

 う能力を習得する。 

 

研修方法 

 ①上級医の指導のもとで受け持ち患者の診療を行う。 

 ②回診、カンファレンスで症例提示を行う。 

 ③上級医の指導のもとで、心電図、心臓エコー図、胸部 X線、心臓 CTなど   

  を実施する。 

  ④また心臓カテーテル検査、インターベンション、ペースメーカー植込術な   

  どは助手として、参加する。 

 ⑤循環器疾患救急時の対応や集中治療を経験し、呼吸・循環動態を把握し全  

身管理を行う。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

 週に 2枠、半日ずつの救急外来担当となり、指導医とともに、救急対応を学

ぶ。地域の医療機関、施設と連携を結んでおり、外来および病棟でその連携を

学ぶ。高齢者が多く、その緩和・終末期医療についても数多く、経験する。 

 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い

feedback する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資

料とする。 
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週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 心カテ 心カテ 心カテ 心カテ 
救急 

外来 

隔週 

病棟 
休日 

午後 カンファ 病棟 
救急 

外来 
病棟 病棟 休日 休日 

 

指導医      ：足立 博雅・小山 良治・山口 博明・矢野 佳 
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2) 呼吸器科  

 

一般目標:  

①急性・慢性の呼吸器疾患の診断・治療ができる。 

②呼吸不全に対して適切な呼吸管理ができる。 

③内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

 ①基本的診察スキル 

  呼吸器の診療に必要な訴え(咳、痰、呼吸困難、胸痛など)に対する適切な  

  病歴聴取と、身体検査のスキルを習得する。 

 ②検査法 

  ・動脈血ガス分析：自分で実施し、結果を解釈できる。 

  ・画像検査、呼吸機能検査、細菌学的検査、病理学的検査： 

適切な検査項目を選択、指示し、結果を解釈できる。 

  ・気管支鏡検査：適切な検査項目を指示し、結果を解釈できる。 

 ③手技 

  ・胸腔穿刺、胸腔ドレーン挿入、胸膜生検：指導医の監督の下で自ら

 実施する。 

  ・気管支鏡：指導医の監督の下で、気管内への挿入、観察が行える。 

・ 気管挿管：指導医の監督の下で自ら実施する。 

・ 気管切開：指導医の助手、介助が行える。 

④基本的治法   

・ 薬物療法：作用・副作用・相互作用について理解し、選択の理由を説

明することができ、自ら処方・指示ができる。 

・ 酸素療法：患者の呼吸状態を理解し、適切な酸素吸入法と酸素流量を

指示できる。 

・人工呼吸管理：患者の呼吸状態を理解し、指導医の監督の下で適切な 

 人工呼吸管理療法と呼吸条件を指示できる。 

 

研修方法 

・主に入院患者を上級医と一緒に担当する。 

・内科救急当番、日当直の際に呼吸器救急患者の対応を行う。 

・カンファレンス、抄読会でプレゼンテーションを行う。 

・気管支鏡検査に積極的に参加する。 

・研究会、学会にて症例報告を行う。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

・内科救急当番、日当直の際に呼吸器救急患者の対応を行う。 

・末期肺癌患者の緩和治療を経験する。 

・慢性呼吸器疾患患者の退院に際して、MSW、介護事業者との担当者会議が開

催される際には出席する。 
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評価方法 

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。ま

た、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料

とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 
隔週

病棟 
休日 

午後 病棟 
カンファレ

ンス 

気管支鏡

検査 
病棟 

気管支鏡

検査 
休日 休日 

 

指導医      ：高際 淳・野口 智加・中川 淳・本田 樹里 
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3) 消化器科 

 

一般目標:  

①消化器内科疾患に対する診療の基本を身につける。 

②特に主な消化器疾患についての診察、検査、診断、治療を幅広く系統的

に学ぶ。 

③同時に消化器疾患に対する初期救急に的確に対応できる。 

④内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

1. 初期対応としての病歴聴取、身体所見診察を行える。 
2. 消化器疾患の検査について必要性と内容を理解した上で適切な検査項
目を選択し指示できる。 

3. 検査結果を適切に評価できる。 
4. 検査結果により精確な診断を行い、速やかに適切な治療計画を立てら
れ、実行できる。 

5. 臨床経過を精確に把握し、治療効果判定を行える。 
6. 以下の消化器疾患特有の検査法を理解し、結果を評価できる。 
腹部超音波、腹部 CT・MRI、上部下部消化管造影検査、上部下部消化管内

視鏡検査、 

小腸内視鏡検査、超音波内視鏡検査、内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査、

経皮経胆道造影検査、超音波ガイド下肝生検、腹部血管造影検査 

7. 以下の治療ができる。 
食事薬物療法、胃・十二指腸・小腸ゾンデ療法、腹水穿刺術 

8. 以下の治療方法、適応、合併症について理解できる。 
輸血療法、放射線療法、化学療法、内視鏡的ポリープ切除術、内視鏡的粘

膜剥離術、 

内視鏡的逆行性胆管膵管造影および結石砕石術、ステント挿入術、経皮経

胆道および胆嚢ドレナージ術、肝動脈化学塞栓術、経皮的ラジオ波焼灼術

およびエタノール局注術、食道静脈瘤硬化療法 

 

学習法 

1 上級医の指導下で入院患者の診療を行う。 
2 週 1回の部長回診に参加し、的確な症例提示を行う。 
3 上級医の指導下でカンファレンスの症例提示を行う。 
4 週 1回開催される勉強会、抄読会に参加する。 
5 機会があれば積極的に学会発表を行う。 

 

週間予定 

 木曜午後 回診および勉強会あるいは抄読会 

 他は病棟、内視鏡検査など。 

評価 

 EPOCによる評価を行う。 

指導医      ：菅原 和彦・三島 果子
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4) 腎臓内科  

一般目標:  

①腎臓内科の臨床に必要な知識・技能を身につける。 

②内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

1) 腎疾患患者の診察に必要な診断能力を身につける。 

2) 水電解質の病態生理および輸液療法の基礎を学ぶ。 

 また、適切な輸液療法を、患者の病態に合わせて実践できる。 

3) 緊急を要する腎および関連疾患の初期診療に関する臨床能力を身につける。 

4) 慢性腎臓病に関する診療に必要な臨床能力を身につける。 

 

研修方法 

腎臓内科でよく遭遇する以下の疾患・病態を経験し、検査と治療について学ぶ。 

主に学ぶ疾患は以下の通り 

1) 水電解質異常 

2) 慢性糸球体腎炎およびネフローゼ症候群 

3）急性腎障害 

4）慢性腎臓病 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

検査として、腹部エコー、血管エコーや腎生検、治療として、輸液管理、処方、

透析(血液透析・腹膜透析)、手術(シャント造設、腹膜透析関連手術)を経験す

る。 

 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行いフ

ィードバックする。また、診療科長は週に 1回以上、回診やカンファレンスを

行い評価する。また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価シ

ステム(EPOC)を評価資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 回診 透析 手術 病棟 
隔週 

病棟 
休日 

午後 透析 病棟 病棟 

腎生検 

腎臓内科

カンファレ

ンス 

透析    

カンファ

レンス 

休日 休日 

 

指導医      ：神田 英一郎・大井 克征 
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5) 内分泌代謝科  

 

一般目標 

①内分泌代謝疾患（一般内科領域も含める）の診療に必要な知識・技能を身に

つける。 

②内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

 

１）  全身にわたる身体診察を系統的に行うことができる。 

 （ア） 内分泌・代謝疾患に特徴的な身体所見について診察し記載できる。 

２）  診断に必要な検査を実施し，結果を解釈できる。 

 (ア) 代謝疾患の検査結果を解釈できる。 

 (イ) 内分泌疾患のホルモン検査結果を解釈できる。 

３）  糖尿病チーム医療に参画できる 

 （ア） 食事療法・運動療法を理解し・指示できる 

 （イ） 多職種のコメディカルと治療方針について相談できる 

４）  緊急を要する症状・病態について初期治療に参加できる。 

 （ア） 糖尿病ケトアシドーシス，高浸透圧高血糖症候群、低血糖 

 (イ) 副腎不全，甲状腺クリーゼ 

 

研修方法 

 １）病棟において内分泌代謝疾患、主に代謝疾患（糖尿病）の担当医となり診断、治

療を経験する。 

 ２）糖尿病診療における経口血糖降下薬とインスリン療法の選択（判断）や、インスリ

ン導入（製剤の選択）、容量調整を経験する。 

３）病棟カンファレンス及び病棟回診において患者のプレゼンテーションを行い、診断、

治療方針などについての検討に加わる 

 ４）病棟回診においての抄読会に参加する 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

生活習慣病の予防医療の経験ができる。 

１） 糖尿病療養指導ができる：食事・運動療養指導と体重管理ができる 
２） 糖尿病教室に参画できる 
 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。ま

た、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 
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週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 

病棟/ 

内科外来

（急患） 

病棟 

病棟/糖

尿病教

室 

病棟 
隔週 

病棟 
休日 

午後 病棟 

病棟/ 

糖尿病 

カンファレ

ンス 

病棟 

病棟/糖

尿病教

室 

フットケア 

外来/病棟 

回診 

休日 休日 

 

指導医    ：名和 知久礼
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6) リウマチ膠原病科  

一般目標 

①リウマチ・膠原病患者の臨床に必要な知識・技能を身につける。 

②専門医へのコンサルトを適切に行える。 

③内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

 

行動目標 

1）  主訴・病歴・患者の背景を的確に聴取できる。 

2）  関節などリウマチ性疾患の診断に必要な身体所見をとることができる 

3）  検査結果を正確に解釈し、鑑別診断ができる。 

4）  ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤の基本的知識を得る。 

5）  免疫抑制治療時の感染症の予防、検査、初期治療を行うことができる。 

6） 適切な診療録（特にプロブレムリストの作成、鑑別診断）を記録できる。 

7） 種々のリウマチ性疾患について日々文献検索を行う。 

8） 経験した症例をまとめ考察し呈示できる。 

 

研修方法 

1）病棟研修  

2）外来研修：病歴、身体所見などのとり方を訓練する。 

3）検査：関節超音波検査など。受持ち患者の腎生検、肺生検などに付き添う。 

4）カンファレンス：内科カンファなどで発表する。 

５）回診、Ns との病棟カンファでプレゼンテーションする。 

６）リウマチ性疾患、関節所見のとりかたなど小講義を行う 

7）抄読会に参加する。 

8)可能であれば学会発表（症例報告）をする。 

 

評価方法 

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feedback

する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。大学病

院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 
病棟・

外来 

病棟・

外来 
病棟 病棟 病棟 

隔週 

病棟 
休日 

午後 病棟 病棟 
診療科

回診 

病棟 

カンファ 
病棟 休日 休日 

 

指導医    ：野々村 美紀
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7) 神経内科 

一般目標 

① 神経内科の臨床に必要な知識・技能を身につける。 
② 内科のプライマリケアに必要な知識・技能を身につける。 

行動目標 

1）  主訴・現病歴・家族歴など患者の背景を的確に聴取できる。 

2）  頭頚部を含む全身の観察ができ、記載できる。 

3)  神経学的診察ができ、記載できる 

4）  種々の神経疾患の典型的な症状・検査結果についての知識を得る 

5）  必要な検査を実施または適応を判断し、鑑別診断ができる。 

6）  適切な診療録・診断書の作成ができる。 

7）  経験した症例をまとめ考察し呈示できる。 

方略 

神経内科臨床でよく遭遇する以下の疾患・病態を経験する。 

入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について検討する。 

１）  脳血管障害（脳梗塞・脳出血） 

2）    神経変性疾患（パーキンソン病、脊髄小脳変性症など） 

3）      脳炎・髄膜炎など 

 

評価方法 

指導医による評価は、電子カルテの記載の確認を含め毎日行う他、ユニット終了時に

形成的評価を行う。大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム

EPOC を活用して形成的評価のための資料とする。研修医による自己評価も行う。 

 

週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 
隔週 

病棟 
休日 

午後 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 休日 休日 

 

指導医    ：増田 直樹 
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5. 外科系診療科 
 

1) 消化器・一般外科  

 

一般目標  

外科臨床に必要な知識・外科基本手技を身につける。 

 

行動目標 

１）  全身にわたる身体診察が系統的にでき、記載できる。 

２）  必要な検査を実施しまたは適応を判断し結果を解釈できる。 

３）  外科的基本的手技の適応を決定し実施できる。 

 

研修方法 

外科臨床でよく遭遇する以下の疾患・病態を経験する。下線患者については入

院患者を受け持ち、太線疾患に関しては最低各 1例、診断、検査、治療方針策

定、治療内容、退院後の治療計画などについて症例レポートを提出。個人到達

目標評価に応じて鼠径ヘルニアまたは急性虫垂炎の術者を経験する。 

１） 皮膚・皮下･横隔膜疾患 

２） 

食道・胃・十二指腸疾患（胃癌）、小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂

炎、大腸癌）、胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢癌、胆管癌）、膵臓疾患

（膵臓癌）、横隔膜・腹壁・腹膜疾患（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）、 

  

 

特定医療現場：緩和・終末期医療の実践 

１） 心理社会的側面への配慮ができる。 

２） 緩和ケアに参加できる。 

３） 告知をめぐる諸問題・死生観・宗教観などへの配慮ができる。 

 

評価方法 

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed  

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。ま

た、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料

とする。 
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 週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 

ドック 

回診 

外来 

手術 

ドック 

回診 

外来 

ＧＩＦ 

ドック 

回診 

外来 

ＧＩＦ 

手術 

ドック 

回診 

外来 

ＧＩＦ 

手術 

ドック 

外来 

ＧＩＦ 

外来 

エコー 

1.3.5

週 

休日 

午後 

手術 

ＣＦ 

合同 

カンファ 

ＣＦ 
手術 

ＣＦ 
手術 

回診 

ＣＦ 

カンファ 

休日 休日 

 

指導医：後小路 世士夫・中澤 久仁彦・達富 祐介・檜田 真 
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2) 整形外科  

 

一般目標 

運動器疾患の診療に必要な基本的な知識と技能を習得する。 

 

行動目標 

１）骨・関節・筋・神経などの運動器に特有な病態を理解する。 

２）整形外科特有の医療面接、診察方法、治療行為を経験する。 

３）機能障害を持った患者やその家族に接する機会を得る。 

 

研修方法 

１．外来にて指導医のもとに外来患者に対する診療および処置を行う。 

２．病棟にて指導医のもとに入院患者に対する診療および処置を行う。 

３．診療録やその他の医療記録を作成する。 

４．他科依頼やその他の部署に対するコンサルテーションを適切なタイミング

で予定、施行する。 

５．緊急を要する症状や病態を把握して指導医に報告、治療に参加する。 

６．手術室または外来処置室において基本的な手術手技を習得する。 

７．手術の助手を務め、可能であれば簡単な手術を執刀する。 

８．カンファレンスに参加して症例について適切にプレゼンテーションを行い、

他部署とのディスカッションを通じてチーム医療について理解をする。 

９．保険診療や医療に関する法令を遵守する。 

 

評価方法 

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。大

学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 休日 休日 

午後 総回診 手術 病棟 手術 手術 休日 休日 

※外来研修については適宜指導医と相談して行う。 

※総回診終了後、看護師・リハビリテーション・ＭＳＷとのカンファレンスお

よび手術予定患者などに関する症例検討を行う。 

※可能であれば院外で行われる講演会や整形外科関連学会に参加する。 

 

指導医    ：山村 拓也・藤田 将勝・藤田 昌賴・高島 東暉 
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3) 脳神経外科                                                              

 

＜一般目標＞ 

脳神経外科領域の主な疾患の初期診療、診断、治療に関する知識・技能を習得

する。 

 

＜行動目標＞ 

・基本的な神経学的所見の検査方法を習得する。 

・脳血管障害急性期の診察方法（意識状態、NIHSS や神経学的異常所見）を習

得する。 

・必要な検査の立案が出来る。 

・基本的疾患における X-P, CT, MRI の読影ができる。 

・診断および鑑別診断が出来る。 

・脳血管撮影検査の助手ができる。 

・腰椎穿刺法が単独で出来る。 

・脳神経外科手術に助手として参加する。 

・周術期の患者管理方法の立案ができる。 

 

＜研修方法＞ 

・入院患者の病歴聴取、身体所見の診察、入院計画立案。 

・回診時に、新規入院患者のプレゼンテーションを行う。 

・神経内科・脳外科合同カンファレンスへの参加（定期的に抄読会を担当す

る）。 

・他職種カンファレンスへの参加。 

・院内集団会での発表、脳神経外科関連学会への参加。 

 

＜特定医療現場（救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験＞ 

・上記特殊患者、とりわけ救急患者の診察、および検査、治療に参加する。 

 

＜評価方法＞    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い

feed back する。診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価

する。また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム

(EPOC)に評価を送付する。 

 

<週間スケジュール>  

 月 火 水 木 金 土 日 

朝 
カンファ

レンス 
病棟 病棟回診 病棟 病棟回診   

午前 病棟 病棟 手術 病棟 病棟 休日 休日 

午後 

腰椎穿刺 

回診 

読影 

腰椎穿刺 

血管撮影 

回診 

読影 

手術 

読影 

血管

撮影 

回診 

読影 

手術 

読影 
休日 休日 
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指導医      ：桑名 信匡・関 要次郎・鮫島 直之・渡邊 玲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 27 - 

4) 泌尿器科  

 

一般目標 泌尿器科臨床に必要な知識・技術を習得する。 

 

行動目標 

①泌尿器科的診療ができ、カルテ記載ができる。 

②緊急性を要する症状・病態を診断し治療に参加できる。 

 

研修方法 

泌尿器科において臨床上頻繁にみられる疾患・病態を病棟、外来、救急にて経験

をし、検査、処置、治療の習得をする。 

１．代表的な泌尿器科疾患の患者を診察し、正確に所見を取る。  

２．検査の意義を理解し、検査指示を適切に選択する。  

３．検査の結果を正確に解釈する。  

４．検査法の手順を理解し、自ら実施、あるいは指導医の下で実地を行う。  

５．基本的な泌尿器科疾患の治療法を理解し、適切な術前・術後検査と治療計画を立

てる。  

６．代表的泌尿器科疾患の術前・術後管理をする。  

７．主な泌尿器科手術術式を理解し、各症例の手術適応を理解する。  

８．術後合併症の予防と治療について理解する。  

９．終末期医療を経験し、患者と家族の心のケアの必要性を理解する。  

10. 退院後に必要な療養に関して理解する。 

11．カンファレンスに参加し研修成果の発表、症例検討を行う。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

指導医による評価を、電子カルテの記載の確認を含め毎日行う。ユニット終了時に形

成的評価を行う。研修医による自己評価も行う。 

 

評価方法    

指導医は回診や議論、電子カルテ上の記載内容などで毎日評価を行い指導する。ま

た、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。大学病院医療

情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 病棟 病棟 病棟 病棟 
病棟 

手術 
休日 休日 

午後 
病棟、 

手術、 
カンファ 

病棟 

手術 
病棟 

病棟 

回診 

病棟 

手術 
休日 休日 

 

指導医      ：有賀 誠司 
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5) 呼吸器外科  

 

一般目標 

臨床医に必要な呼吸器、胸部疾患の知識や考え方および技能の習得 

 

行動目標 

1. 呼吸器疾患の外科適応の理解 
2. 外科領域に必要な技能の達成 
3. 気管支鏡検査、放射線画像診断の習熟 
 

 

研修方法 

1. 手術並びに検査に参加（2年次からは術者の経験も） 
2. ウエットラボによる手術技術の習熟 
3. 定期的カンファレンスによる達成度確認 
 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

1. 胸部外傷の受け入れと処置 治療 
2. 地域肺がん検診読影会に参加 
3. 肺がん終末期医療の実践 
 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。 

 また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 手術 外来 手術 外来 外来 隔週 休日 

午後 手術 カンファ 手術 回診 手術 休日 休日 

 

指導医      ：細田 裕
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6) 耳鼻咽喉科  

 

一般目標 

 耳鼻咽喉科の一般的な疾患に対する必要な知識と検査および診療手技を身につ

ける。 

 

行動目標 

1）耳鼻咽喉科の基本的な診察・検査を行ない、診療録に記載ができる。 

2）緊急を要する疾患についての診断・初期治療に参加をする。 

 

研修方法 

1. 基本方針 

急性および慢性の疾患に対し適切な診療をする。 

２． 

1)耳鼻咽喉科領域の解剖・生理を理解する。 

2)病歴を聴取し、病歴作成ができる。 

3)鼓膜所見、鼻内所見、咽喉頭所見、眼振所見など耳鼻咽喉科一般診察を行う。 

4)純音聴力検査、インピーダンスオージオメトリーなど、耳鼻咽喉科一般検

査が行なえ、その結果が理解できる 

5) 耳処置、鼻処置、咽喉頭処置、創傷処置など耳鼻咽喉科基本処置を学ぶ。 

6)鼻出血・めまい・喉頭浮腫など耳鼻咽喉科救急疾患の緊急処置・緊急入院

の対応について経験し、適応など治療方針を決定する。 

7)耳鼻咽喉科病棟業務を習得する。 

8)代表的な耳鼻咽喉科疾患の術前・術後の管理をする。 

9)主な耳鼻咽喉科手術術式を理解し、各症例の手術に参加する。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

耳鼻咽喉科では、外来初診医の判断で入院の適応が決定される。緊急の場合は

迅速に診断を行い入院適応が決定され次第、治療、処置を施行する。 

 

評価方法   

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などでの評価を行い、feed bac

をする。また、診療科長は週に１回、回診やカンファレンスを行い評価する。また、大学

病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来 手術 外来 外来 外来 休日 休日 

午後 
病棟 

補聴器外来 
手術 手術 

病棟 

嚥下外来 

病棟 

ｱﾚﾙｷﾞｰ外来 
休日 休日 

 

指導医      ：遠藤 朝則・鈴木 香
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7) 眼科  

 

一般目標： 眼科診療に必要となる基本的な知識・技能を身につける。 

 

行動目標：  

１）視機能検査の原理を理解し、基本的な検査を実施できる。 

２）細隙灯顕微鏡、検眼鏡による観察ができ、基本的な眼所見をとれる。 

３）検査結果と眼所見とから一般的な眼疾患の診断ができる。 

 

研修方法 

外来診療において、指導医のもとで、問診、視機能検査から細隙灯・検眼鏡検

査までの一連の流れを体験し、眼科的な判断の方法を学ぶ。視機能障害の原因

として重要な、緑内障・糖尿病網膜症の診療を経験する。 

病棟診療において、白内障手術の適応決定法と基本的な術前術後管理法を習得

する。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

予防医療 

失明予防について要点を理解し、基本的な指導ができる。 

地域医療 

地域における視覚障害者の福祉について眼科医療の役割を理解する。 

 

評価方法 

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。ま

た、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料

とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来 外来 外来 外来 外来 休日 休日 

午後 外来 手術 外来 手術 外来 休日 休日 

 

指導医    ：内田 研一・川野 淳子・福岡 詩麻
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8) 皮膚科  

 

一般目標: 皮膚科臨床に必要な知識、技能を身につける。 

 

行動目標 

１） 皮疹の視診、触診、検査等で疾患の予測、診断をする。 

２） 皮膚科の頻度の高い疾患の診断、治療ができる。 

３） 潰瘍、創傷に対し適切な外用薬を選択し、処置ができる。 

４） 正しい皮膚縫合ができる。 

 

研修方法 

１） 外来患者、病棟の受持ち患者に問診、診察を行い予測される疾患の鑑別を提示

する。顕微鏡やダーモスコピーを用いた皮膚科特有の検査を行う。カンファレンス

への参加。 

２）皮膚科の頻度の高い疾患（とくに帯状疱疹、蜂窩織炎）の診断、治療ができる。 

３）潰瘍、創傷（熱傷、褥瘡など）に対し適切な外用薬を選択し、処置を行う。 

４）手術の助手を務め、縫合を練習する。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

褥瘡カンファレンス、褥瘡回診に参加し、褥瘡の発生機序を理解し、治療方法の選択

を行う。他職種とのカンファレンスによりチーム医療を理解する。 

 

評価方法    

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 

 

週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来 外来 外来 外来 外来 休日 休日 

午後 病棟 手術 病棟 病棟 病棟 休日 休日 

 

指導医    ：陳 怡如
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9) 麻酔科 

  麻酔科研修では医師として必要な呼吸循環管理の基本的な知識および技術を学

び、実践する。 

一般目標：麻酔科診療に必要な知識・技能を身につける。 

行動目標 

１） 術前に患者の全身状態を把握し、周術期のリスクを評価する。 

２） 術前評価に基づき、上級医と共に周術期管理方針を検討する。 

３） 周術期に使用する薬剤と器材に対する理解を深める。 

４） ライン確保、気道管理の必要性を理解し、手技を習得する。 

５） モニタを正しく装着し、術中のバイタルサインを適切に管理する。 

６） 疼痛管理を含め、担当患者の術後状態を評価する。 

７） 常に患者のアウトカムを改善するマインド。 

方法 

１） つねに指導医と 1対 1で術前、術中、術後にわたる麻酔管理を行う。 

２） 正しいマスク換気、気管挿管、声門上器具挿入、静脈カテーテル、動脈カテー

テル、中心静脈カテーテル挿入などをシミュレーター学習の後、実践する。 

３） 志向に応じて ICU研修、大学・専門施設の見学、さらに医局を中心とした地域

の麻酔医療を考える。 

評価方法 

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資

料とする。 

 

 

週間スケジュール (麻酔科) 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 休日 休日 

午後 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 臨床麻酔 休日 休日 

 

 

指導医      ：田村 有 
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10) 救急研修 

救急の研修は平日勤務時間内の内科急患（救急車）外来や内科/外科（整形外科）/

脳卒中の各救急外来において、日当直医の指導のもとに、副当直として初期診療を

学ぶことができる。 

一般目標：救急診療に必要な知識・技能を身につける。 

行動目標 

 １）救急患者に対して ABCDE アプローチによる評価と蘇生を実施できる。 

 ２）救急外来における“critical”な疾患の同定、除外が確実に診断できる。 

 ３）救急外来における“common”な疾患を診断できる。 

方法 

１） 内科系診療科研修の１ヶ月を救急研修とし、救急指導医のもとに特に心肺蘇生術、

救急基本手技を取得する。 

2) 救急外来での患者に対して、初期診療(問診(病歴聴取)、診察、検査、診断、治療

(戦略))を、上級医と行う。  

3) 患者を診療する上では、常にバイタルサインの安定化を念頭に置く習慣を身につ

けるように、上級医と行う。 

4) 救急臨床でよく遭遇する以下の疾患・病態などを経験する。 

5) 各科救急、プライマリケアに関する講義を各科責任者が行ない、スライド

や DVD にて教育する。 

 

１） バイタルサインの把握ができる。 

２） 重症度および緊急度の把握ができる。 

３） ショックの診断と治療ができる。 

４） 二次救命救急処置ができ、一次救命救急を指導できる。 

５） 頻度の高い救急疾患の初期治療ができる。 

６） 専門医への適切なコンサルテーションができる。 

 

評価方法 

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回以上、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価資

料とする。 
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週間スケジュール 

院外研修期間(4ヶ月)を除いて、 

① 平日勤務時間内は救急患者当番 (2 回/週)を行う。 

② 時間外日当直を 4回/月を行う。 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 急患外来 病棟 病棟 病棟 病棟 休日 休日 

午後 病棟 病棟 急患外来 病棟 病棟 休日 休日 

 

指導医      ：足立 博雅・田村 有 
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6. 院外における研修 

1)小児科: 東京医科歯科大学医学部付属病院 小児科 

一般目標：小児科診療に必要な基礎的知識・技能を身につける。 

行動目標 

 小児の基本的な診察方法 
 小児の基本的な診断のための検査選択方法 
 小児の一般的手技（採血、点滴等） 
 小児の一般的薬剤の使用方法や薬用量 
 

方法 

 血液免疫、循環器、神経、腎臓、内分泌、新生児の専門グループがあり、いずれか

のグループの一員として研修を行う。また、学外の小児救急医療に立ち会い（月２

回）、小児救急について学ぶ。各グループの研修内容は以下の通りである。 

 原発性免疫不全症や血液疾患に対する造血幹細胞移植および細胞治療 
 小児悪性腫瘍に対する集学的総合治療 
 重症先天性心疾患、致死性不整脈や重症川崎病の総合的診療と治療 
 難治性てんかんの診断と治療および小児の神経学的発達評価 
 難治性ネフローゼ症候群を中心とした小児腎臓疾患全般の診療 
 成長障害や副腎疾患等を中心とした内分泌疾患全般の診断と治療 
 NICU にて早産、低出生体重児、病的新生児の総合的診断と治療 
 CLS(child life specialist)や臨床心理士による患児の精神的ケア 
 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

 学外の小児救急医療に立ち会い、小児救急、地域医療について学ぶ 

 小児悪性腫瘍や先天性心疾患など致死的疾患の診療において緩和・終末期医

療を経験できる。 

 

評価方法    

指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 
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週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 

カンファ
（循、 

新生児） 

病棟 

カンファ

（循、 
新生児） 

病棟 

カンファ

（血） 

病棟 

カンファ

（神経、 

腎臓） 

病棟 

カンファ

（血、 
内分泌） 

病棟 

休日 
（必要時

回診、 

処置) 

休日（必
要時回

診、 

処置) 

午後 
病棟 
教授 

 回診 

病棟 勉
強会 

病棟 勉
強会 

病棟 勉
強会 

病棟 勉
強会 

休日（必
要時回

診、 

処置) 

休日（必
要時回

診、 

処置) 

  火曜日夕、土曜日に月に各１回、学外で小児救急研修。 

指導医：森尾 友宏、鹿島田 健一、髙木 正稔、菅原 祐之 
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2) 産婦人科: 東京医科歯科大学医学部付属病院 周産・女性診療科 

診療科としての特色 

 新しい生命の誕生に立ち会い、「おめでとうございます！」と心から患者さんを祝福

することのできる、明るい診療科です。 

一般目標：産婦人科科診療に必要な基礎的知識・技能を身につける。 

行動目標: 母児双方の生命を同時に管理する「周産期」 、女性の癌と集学的に戦う

「婦人科腫瘍」、不妊治療による新たな生命の獲得を目指す「生殖・内分泌」、高年女

性の健康維持を目指す「女性ヘルスケア」  の 4 つのサブスペシャリティから、女性の

一生を通じての健康管理について学ぶ。特にプライマリケアにおいて必要とされる「妊

娠と分娩」「急性腹症としての婦人科疾患」に関する詳しい知識を身につける。 

研修方法 

 研修医は周産期または婦人科のいずれかの病棟グループに所属し、患者を受け持

ちます。カンファレンス、休日体制などは、各グループや指導医の予定に従う。 

   

 分娩   …分娩管理・新生児管理の補助 

 手術  …術前 IC、術中助手、術前・術後管理 

 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｲｼｮﾝ …入院・退院、術前・術後、教授回診 
 病棟業務 …診察、検査、処置、指示 

 外来   …教授について研修 

 日直・宿直 …分娩と産婦人科救急の研修を目的として指導医と共に日 

直・宿直 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

 産科、婦人科などの救急医療、婦人科悪性疾患などにおける緩和・終末期医

療を経験することができる。 

 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 
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週間スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 

抄読会 
経膣 

 採卵術 

病棟 

手術 
病棟 
経膣   

 採卵術 

手術 手術 休日 休日 

午後 

教授回診 

カンファ 

学会予行/

連絡会 

手術 
カンファ 

病棟 
カンファ 

手術 
 カンファ 

手術 
カンファ 

休日 休日 

指導医：久保田 俊郎、寺内 公一、吉木 尚之、石川 智則、若菜 公雄 
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3) 精神科: 東京医科歯科大学医学部付属病院 精神科 

 

診療科としての特色 

 大学病院における臨床研修で、幅広くかつハイレベルの研修ができる。 

一般的目標 精神科診療に必要な基礎的知識・技能を身につける。 

3. 行動目標 

 うつ病や躁うつ病の患者の入院から退院までの診療技能 
 統合失調症患者の入院から退院までの診療技能 
 認知症患者の入院から退院までの診療技能 
 環境調整や退院後のリハビリテーションのプログラムの立案技能 
 社会的資源を活用する技能 
 

研修方法 

 主に入院患者の診療、外来初診患者の予診、リエゾン患者の診療を行う。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

 リエゾン患者の診療にて緩和・終末期医療の精神科面を経験できる。 

 

評価方法    

 指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容などで毎日評価を行い feed 

back する。また、診療科長は週に１回、回診やカンファレンスを行い評価する。 

また、大学病院医療情報ネットワークのオンライン研修評価システム(EPOC)を評価 

資料とする。 

 

週間スケジュール   

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 

入院診療 

外来予診 

リエゾン診

療 

入院診療

外来予診

リエゾン診

療 

入院診療 

外来予診 

リエゾン診

療 

入院診療 

外来予診 

リエゾン診療 

入院診療 

外来予診 

リエゾン診

療 

休日 
休

日 

午後 

リエゾン

回診 
EEG,MRI 

検討会 

同上 同上 

リエゾン 

症例検討会 

病棟回診 

入退院患者 

カンファ 

同上 
外来新患

カンファ 

休日 
休

日 

 

指導医：西川 徹、車地 暁生、山本 直樹、光定 博生 
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4) 地域医療 

一般的目標 地域医療に必要な基礎知識、技能を身につける。 

 

行動目標 

① 地域医療における診療を、各施設における指導医のもとに経験する。 

② 当院を始めとする他施設への紹介、救急搬送を通して、施設間の連携への

理解をより深める 

 

研修方法 

1. 地域病院：医療法人社団 菫会 目黒病院 (60 床): 3 週間       

地域に密着した慢性期を中心とした診療、介護や、在宅医療、訪問看護

などを経験する。         

 2. 診療所: 目黒区医師会会員診療所（下記） :１週間の研修を行う。 

  目黒区医師会の協力にて、幹事（目黒区医師会研修担当理事）がコーディ  

  ネートを行い、期間内に複数の施設で外来、在宅、透析、リハビリなどを  

  研修する。 

 

 各施設の研修開始時には指導医よりオリエンテーションを受け、指導医の監

督下に診療を行なう。必要時は速やかに東京共済病院に連絡して対応する。   

 医師会幹事は研修開始時に全体のオリエンテーションを行う。 

 

特定医療現場(救急、予防、地域、緩和・終末期医療など)の経験 

 地域医療を直接経験する。 

 

評価方法    

各施設の指導医は、幹事を介して研修医情報を共有し、各施設における研修期 

間を短縮することで、指導に一層注力する。各施設の指導医は毎日評価を行い 

feed back する。診療所研修については研修最終日に目黒区医師会研修担当理事 

（いいがやクリニック）が最終評価を行う。 

 

週間スケジュール例  

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来 外来 外来 外来 外来 休日 休日 

午後 外来 外来 外来 外来 外来 休日 休日 

研修実施責任者 地域病院: 岡潔（目黒病院） 

 診療所：飯ヶ谷知彦 (目黒区医師会研修担当理事) 

指導医： 2015 年 5月現在における指導医は以下の通りである。（順不同） 

岡潔  目黒病院 東京都目黒区中央町 2-12-6 

飯ヶ谷知彦 いいがやクリニック（泌尿器科、介護認定審査員） 
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  緑が丘３－２－３ 

柴垣圭吾 柴垣医院（透析）自由が丘１－１３－４―２F 

伴良行 伴内科（甲状腺）自由が丘２－１１－６ 

猪忠彦 いの耳鼻咽喉科 中根２－１２－１－２F 

西村文朗 西村内科循環器科クリニック 中根２－１２－１－３F 

小林昌和 小林皮膚科クリニック 目黒本町３－５－７－１F 

宮島久幸 目黒ゆうあいクリニック（整形外科） 中町２－３０－５ 

足高毅 足高、森クリニック（呼吸器内科）東山１－４－４―２F 

島崎美奈子 大橋眼科クリニック 東山３－１５－４－１F 

楢林洋介 楢林神経内科クリニック（神経内科、在宅医療） 

  中目黒５－１２－１０ 

村林泰三 村林クリニック（在宅医療）目黒３－１－７日生マンション２０２ 

花谷勇治 花谷クリニック（消化器）下目黒２－１８－３―２F 

仲村和子 仲村医院（小児科）五本木１－８－９ 

下川耕太郎 ゆうてんじ内科（糖尿病） 五本木１－１３－１２－１F 

新井由紀子 都立大ペインクリニック 中根２－１－１２－B１ 

桑満おさむ 五本木クリニック 東京都 目黒区 中央町 2-18-14 

奈良橋健 奈良橋医院 東京都目黒区中町 2-20-7 

田島厳吾 すわやまクリニック 東京都 目黒区上目黒 3-23-7 

地域医療研修 月間予定例 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 

目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 

目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 目黒病院 

仲村医院    

（仲村和子） 

楢林神経内科CL         

（在宅：楢林） 

花谷 CL      

（花谷） 

都立大ペイン CL    

（新井） 

いいがやCL         

（飯ヶ谷） 

医師会長：木村肇 

CL:：クリニック 

研修医担当理事：

飯ヶ谷知彦 

第３水曜日 20時      

学術講演会 

最終日 

13 時 15 分   

介護認定審査会 

最終日飯ヶ谷にて   

評価判定 



 

 - 42 - 

7. 臨床病理カンファレンス 

 院内全体の臨床病理集談会を年 2 回以上開催する。 

8. 研修の記録及び評価 

１） ２年間の研修期間中、指導医は回診や議論、電子カルテにおける記載内容 

にて評価を行い feed back する。また、診療科長は週に１回以上、回診や 

カンファレンスを行い評価する。また、大学病院医療情報ネットワークの 

オンライン研修評価システム(EPOC)を評価資料とし、研修修了時の総括的 

評価の参考とする。指導医による評価は毎日行う他、各診療科終了時に形 

成的評価を行う。研修医による自己評価も行う。看護師をはじめとする医 

療スタッフの意見も評価の参考とする。 

２） 全ユニット共通目標の行動目標については、達成が不十分な場合、研修プ

ログラム責任者と相談のうえ、次のユニットにおいて継続的に研修を行う

ものとする。 

３） 受け持ち症例については、退院時要約、手術記録による評価を行う。 

４） 各診療科スタッフによるミニレクチャーを行う。 

５） 指導医は適宜、研修状況を研修プログラム責任者に報告する。 

６） 院外の責任者を含めた研修管理委員会は１年に１回開催する。院内の研修

小委員会を原則月１回開催し、研修プログラム責任者の報告に基づいて研

修医の目標到達度を把握するとともに必要な調整ならびに研修中断および

再開に関する判断をする。 

７） 研修期間終了時に、研修管理委員会において総括的評価を行い、病院長に

報告する。 

８） 病院長は研修医が臨床研修を修了したと認めたときは、臨床研修修了証を

交付する。 

 



 

 - 43 - 

9 研修管理委員会 

責任者 足立博雅 診療部長 

臨床研修委員会は委員長以下、病院管理者、診療科長、事務部担当者、研修協

力施設研修実施責任者などで構成される。 

 

10 臨床研修協力病院・施設 

1)種別、名称 医療法人社団菫会 目黒病院 

2) 研修の内容及び期間 地域医療 必修 ２年次 3 週間 

3) 研修実施責任者 岡潔 

4) 研修指導医 岡潔 

 

1)種別、名称 診療所 (別記) 

2) 研修内容及び期間 地域医療 必修 ２年次 １週間 

3) 研修実施責任者 各診療所院長 

4) 研修指導医 同上 

  

1)種別、名称 国立大学法人 東京医科歯科大学医学部付属病院 

2) 研修内容及び期間 

小児科,産婦人科、精神科  

必修  ２年次 各１ヶ月 

3) 研修実施責任者 

東京医科歯科大学医学部付属病院  

総合教育研修センター  

高橋誠、井津井康浩、岡田英里子、工藤敏文 

4) 研修指導医 
東京医科歯科大学医学部付属病院  

小児科、産婦人科、精神科 指導医 
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11 指導体制 

医員以上の医師が指導医となる。但し､指導医の下に後期研修医の医師を指導

医の補助として研修医の指導にあたらせることがある。この場合、研修医の評

価は最終的に指導医が行う。また、研修指導力向上のため適宜指導医講習会を

開催し、研修医による指導医の評価も行う。 

 

12 研修医の募集及び採用の方法 

1）定員 １年次：２名、２年次：0名 

2）募集方法 公募 

3）マッチング利用 有り 

4）募集及び選考の時期 募集時期 ６月開始予定。 

選考時期 ７月、８月に予定。 

5）応募必要書類 履歴書、卒業（見込み）証明書、 

大学の推薦状、当院指定の願書 

6）選考方法 面接、筆記試験（小論文） 

7）研修プログラムに関する   

 問い合わせ先 

総務課 

8）資料請求先 総務課 

13 研修医の処遇 

1)常勤又は非常勤の別 常勤 

2）研修手当 ①1年次の支給額       

基本手当／月 275,196円  賞与支給無し 

②2年次の支給額       

基本手当／月 286,710円  賞与支給無し 

3）勤務時間 基本的な勤務時間： 8：30～17：15    

（時間外あり）  

4）休暇 有給休暇：1年次 12日、2年次 13日 

夏期休暇有り、年末年始休暇有り、忌引有り 

5）当直 回数：約 4回／月 

6）研修医の宿舎 単身用宿舎有り 

7）研修医の病院内の個

室 
研修医室有り 
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8）社会保険・労働保険 公的医療保険：全国健康保険協会 

公的年金保険：厚生年金 

労働者災害補償保険の適用：有り 

雇用保険：有り 

9）健康管理 健康診断：年２回  

10）医師賠償責任保険 病院において加入 

11）外部研修活動 学会、研修会等への参加：可 

学会、研修会等への参加費用支給の有無：有り 

12）アルバイト 研修中のアルバイトは認めない。 

 

14. 学会認定施設認定状況 (平成 27年 3月現在) 

厚生労働省臨床研修協力施設 

東京都乳がん診療連携協力病院 

日本内科学会教育関連施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化器内視鏡学会専門医指導施設 

日本呼吸器学会関連施設 

日本呼吸器内視鏡学会関連認定施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本神経学会准教育施設 

日本心身医学会専門医制度研修診療施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 

日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 

日本大腸肛門病学会関連施設 

日本乳癌学会認定施設 

日本がん治療認定機構認定研修施設 

日本脳神経外科学会専門医訓練施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本リハビリテーション医学会研修施設 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 

日本呼吸器外科学会認定修練施設 
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日本泌尿器科学会専門医教育施設 

日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

日本皮膚科学会専門医研修施設 

日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

日本病理学会研修登録施設 

日本臨床細胞学会認定施設 

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

日本老年医学会認定施設 

日本病態栄養学会栄養管理・ＮＳＴ実施施設 

呼吸器外科専門医制度基幹施設 

日本アレルギー学会専門医教育研修施設 

(耳鼻咽喉科) 

 

15. 日本医療機能評価機構の受審状況 

平成 24年 6月 財団法人日本医療機能評価機構が定める一般病院種別 Bの
Ver. 6認定を受けました。  


