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院長からのメッセージ 

 

 金沢赤十字病院は、金沢南地区・野々市市を中心に地域に密着した医療を提供していま

す。超高齢社会が進んでいくなかで、これからの医療は、「治す、救う、急性期医療」と「地

域の高齢者を支える医療」の両者が求められています。 

 当院は、幅広い Common disease、急性期医療、救急医療に対応し、特に、3 つのセン

ター機能「糖尿病・腎センター」、「消化器病センター」、「骨関節・脳血管リハビリテーシ

ョンセンター」を得意分野としています。さらに、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病

棟、訪問看護ステーションを有し、入院前から退院後まで切れ目のない医療を提供してい

ます。地域の医療介護スタッフとの連携も活発です。これからの医療を学ぶのに適した病

院です。 

 金沢赤十字病院にはスローガン「二つのとことん」があります。患者さんに、職員に「優

しい」、そして職員が「楽しい」です。当院で医師としての第一歩を踏み出しませんか？ 

 

 

 寺﨑 修一 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

 

【病院の理念】 

「思いやりの心」をもって、「信頼される医療」を提供し、 

「地域に貢献」します。 

 

 

【臨床研修病院としての在り方】 

臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、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対応できるよう、基本的な診療能力を身に付ける。 

 

 

【育成すべき医師像】 

臨床研修では各科の専門的知識や技術などは経験豊かな当院の指導医や意欲旺盛の

若い先輩医師が指導することになりますが、当院では専門性を追い求めるばかりでな

く患者さんを全人的に診る事のできる医師になっていただきたいと考えています。 

そしてチーム医療のリーダーとして他の職種のスタッフとも十分コミュニケーショ

ンがとれる気遣いのできる医師を育てたいと思っています。 
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Ⅰ．金沢赤十字病院初期臨床研修プログラムの概要 

１．研修プログラムの特色 

このプログラムの特色として以下の５つがあげられる。 

（１）円滑な院内連携と多職種チーム活動の充実 

    常勤医師数は少ないが、かえって科の垣根をこえた医師間の連携が非常にスムースである。

また、多職種チーム活動（NST活動、褥瘡対策、緩和ケアなど）を活発に行っており、これらに

参加してコミュニケーション能力を養い、医師としてのリーダーシップを学ぶことができる。 

（２）ポートフォリオを用い、成長し続ける医師を育成 

    従来のような｢与えられた学習｣ではなく、ポートフォリオを用いた｢意志ある学び｣を通じて、

｢気付く力｣を身につける。将来にわたって自ら成長し続ける医師を育成する。 

（３）秋田赤十字病院救命救急センターまたは日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院で３か月間の救急部門研修が可能 

    秋田赤十字病院救命救急センターは、厚生労働省より機能評価 Aと認可される救命救急セン

ターで、一次から三次救急まで年間約２万件の救急患者を受け入れている。集中治療室は高度

６床、一般 23 床、熱傷治療専用１床と充実し、ヘリポートを設けてヘリコプターによる広域搬

送にも対応している。 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院は赤十字病院グループの中でも最大規模の病

院であり、様々な救急診療を経験でき、充実した救急医療を研修することができる。 

（４）地域連携医療の実践 

    当院は金沢市南西部の住宅地にある一般病院として、地域連携を重視した医療を実践してい

る。具体的には地域の診療所に病床を開放して共同診療を行い、定期的に合同でカンファレン

スを開催して地域の医療の質向上を図っている。研修を通じて今後の医療に欠かせない地域連

携を学ぶことができる。 

（５）奥能登地区の病院でのへき地・離島診療の研修 

   奥能登地区の病院でへき地・離島診療の研修を行うことができる。 

 

２．臨床研修の目標（病院の研修理念） 

 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、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または疾病に適

切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。 

 

３．プログラム責任者の氏名 

 金沢赤十字病院 副院長 久田 幸正 
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４．臨床研修を行う分野、分野ごとの研修期間、協力型臨床研修病院と臨床研修協力施設 

≪ 臨床研修を行う分野 ≫ 

 必修分野：内科、救急部門、地域医療、外科、小児科、産婦人科、精神科、一般外来 

 選択科目：内科、外科、産婦人科、小児科、精神科、麻酔科、整形外科、放射線科、眼科、皮膚科、

泌尿器科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、漢方医学科、救急部門、核医学診療科、検査部、

リハビリテーション部、集中治療部、病理部、輸血部、がんセンター、保健・医療行政 

 

≪ 当該分野ごとの研修期間 ≫  

 一年次では内科 24週間、救急部門を 12週間、選択科目（23科目）のうち、研修医が希望する科目

を最低１科目、１科目につき 4 週以上の研修を行い、16 週間研修する。二年次では、その他の必修科

目(外科、児科、産婦人科、精神科)を１科目につき 4週以上、合計 16週以上研修する。その後地域医

療を 4週間行い、二年次の残り 32週の期間において、選択科目（23科目）のうち、研修医が希望する

科目を最低１科目、１科目につき 2 週以上の研修を行う。ただし、保健・医療行政の研修期間は上限

を 4 週と定める。なお、一般外来研修は、内科・外科・小児科・地域医療と並行研修を行い、合計 4

週以上研修を行う。 

 また、１年次の研修開始時には、５日間の臨床研修オリエンテーションを行う。 

 なお、全研修期間を通じて感染対策（院内感染や性感染症等）、予防医療（予防接種等）、虐待への

対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ・人生会議）、臨床病理検

討会（ＣＰＣ）等、基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修を行う。 

１年次 

内科 

（24週） 

救急部門 

（12週） 

選択科目 

（16週） 

２年次 

外科、小児科、産婦人科、

精神科（16 週以上） 

地域医療 

(4週) 

選択科目 

(32 週) 

 

基幹型臨床研修病院での研修期間は最低 52 週とし、金沢大学附属病院での研修期間は最大 40 週、

臨床研修協力施設での研修期間は最大 12週とすること。２年間を通じての救急部門の研修とみなす休

日・夜間の当直回数は約 50 回とし、臨床病理検討会は金沢赤十字病院（基幹型臨床研修病院）で年１

回開催する。 
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≪ 協力型臨床研修病院と臨床研修協力施設 ≫  

基幹型臨床研修病院 金沢赤十字病院 内科、外科、救急部門、産婦人科、麻酔科、小児科、整

形外科、放射線科、眼科、皮膚科、泌尿器科、保健・医療

行政 

協力型臨床研修病院 金沢大学附属病院 内科、外科、産婦人科、小児科、精神科、救急部門、麻

酔科、整形外科、放射線科、眼科、皮膚科、泌尿器科、

脳神経外科、耳鼻咽喉科、漢方医学科、救急部門、核医

学診療科、検査部、リハビリテーション部、集中治療部、

病理部、輸血部、がんセンター 

金沢医科大学病院 内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科、麻

酔科、整形外科、放射線科、眼科、皮膚科、泌尿器科、

脳神経外科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、病理診

断科 

石川県立中央病院 内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、麻酔科、整

形外科、放射線科、脳神経外科、病理診断科 

秋田赤十字病院 救急部門 

日本赤十字社愛知医療セン

ター 名古屋第二病院 

救急部門 

公立松任石川中央病院 救急部門 

公立能登総合病院 救急部門、産婦人科 

公立つるぎ病院 地域医療 

珠洲市総合病院 地域医療 

市立輪島病院 地域医療 

公立穴水総合病院 地域医療 

公立宇出津総合病院 地域医療 

やわたメディカルセンター 内科、整形外科、リハビリテーション科 

岡部病院 精神科 

松原病院 精神科 

恵愛会松南病院 産婦人科 

臨床研修協力施設 やなぎ内科クリニック 地域医療 

やまかわ内科クリニック 地域医療 

やまと＠ホームクリニック 地域医療 

金沢市保健所 保健・医療行政 

石川県赤十字血液センター 保健・医療行政 
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５．研修医の指導体制 

（１）管理者 

  寺﨑 修一（金沢赤十字病院 院長） 

  ＜役割＞ 

・責任をもって、受け入れた研修医があらかじめ定められた研修期間内に臨床研修が修了でき

るよう努める。 

・研修修了時において、研修管理委員会からの評価に基づき、研修が修了したと認める場合に

研修修了証を交付する。 

・必要な場合、臨床研修中断証、臨床研修未修了理由書を交付する。 

・臨床研修中断証を交付するような場合、当該研修医に対し、適切な進路指導を行う。 

 

（２）プログラム責任者 

  久田 幸正（金沢赤十字病院 副院長） 

  ＜役割＞ 

 ・ 研修プログラムの企画・立案及び実施の管理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助

を行う。 

 ・ 定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を把握・評価し、

研修期間終了時までに、修了基準に不足している部分についての研修が行えるように指導医に情

報提供する等、すべての研修医が臨床研修の目標を達成できるように、全研修期間を通じて各研

修医の指導を行うとともに、研修プログラムの調整を行う。 

 ・研修医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由を研修管理委員会に対して報告し、委員会

にて正当性を判定する。 

 ・研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある場合には、事前に研修管理委員会へ報告・相談

するなどして対策を講じ、当該研修医があらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるよ

うに努める。 

 ・研修期間の終了の際に、研修管理委員会に対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を

報告する。 

 

（３）副プログラム責任者 

   二上 文夫（金沢赤十字病院 副院長） 

 ＜役割＞ 

  ・プログラム責任者の業務を補佐する。 
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（４）研修管理委員会 

  ＜構成＞ 

 ・病院長（管理者） 

 ・プログラム責任者 

 ・副プログラム責任者 

・各科診療部長責任者、指導医、上級医 

・協力型臨床研修病院の研修実施責任者 

・臨床研修協力施設の研修実施責任者 

・外部委員 

・看護部門の責任者 

・事務部門の責任者 

・作成責任者 

・事務担当者 

 ＜役割＞ 

・研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修医の管理及び研修医の採用・中断・

修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を行う。 

・必要に応じてプログラム責任者や指導医から研修医ごとの研修進捗状況について情報提供を受

ける等により、研修医ごとの研修進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分につい

ての研修が行えるようプログラム責任者や指導医に指導・助言する等、有効な研修が行えるよう

配慮する。 

・研修医の研修期間の終了に際し、研修管理委員会は研修の修了認定の可否についての評価を行

い、管理者に報告する。 

・臨床医としての適性を欠く場合等研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合

には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、管理者に対し、

当該研修医の臨床研修を中断することを勧告する。 

 

（５）指導医 

 ＜役割＞ 

・担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を把握し、研修医に

対する指導を行う。 

・担当する分野の研修期間終了後に、研修医の評価をプログラム責任者に報告する。 

・研修プログラムを検討し、適正なプログラムを提言する。 
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６．臨床研修の評価 

（１）研修医の評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シート」を用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終

了時には、研修科指導医及び医師以外の医療職（看護師が望ましい）が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」

を用いて、研修医の評価を行い、年間指導医に報告する。 

 

年間指導医は、研修目標の到達状況について、厚生労働省の定める「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を

用いて総括的評価を行い、プログラム責任者に報告する。 

プログラム責任者は、研修管理委員会とともに少なくとも年２回以上形成的評価を行う。また、当

該研修期間の終了に際し、研修目標の到達状況について「臨床研修の目標の達成度判定票」を用いて

総括的評価を行い、研修管理委員会に報告する。 

研修管理委員会は、その報告に基づき、研修の修了認定の可否について評価を行う。 

 

（２）年間指導医・研修科指導医の評価 

年間指導医・研修科指導医の評価は、研修医による観察記録により行う。評価結果は研修管理委員

会で検討し、研修の改善に活用する。 

 

（３）研修プログラムの評価 

研修管理委員会で、毎年評価を行う。その際には、研修医からの評価を参考にする。 

 

 



- 11 - 

 

 

 

７．臨床研修の修了基準 

下記について、研修管理委員会で評価を行い、管理者に報告する。管理者は、研修医が修了したと

認めるときは、臨床研修修了証を交付する。 

 

（１）研修実施期間 

２年間の研修を通じた休止期間が９０日間（研修期間（施設）において定める休日は含めない。）

を超えないこと。休止の理由として認められるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理由

（研修プログラムで定められた年次休暇を含む）であること。各研修期間に求められている必要履

修期間を満たしていない場合は、休日・夜間の当直又は選択科目の期間の利用等により、研修期間

内に必要履修期間を満たすよう努めること。 

休止期間が９０日間を超える場合には未修了とし、原則として同一の研修プログラムで研修を行

い、９０日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。また、必修分野で必要履修期間を満たし

ていない場合は未修了とし、同様に同一のプログラムで研修を行い、不足する期間以上の研修や必

要な診療科における研修を行うこと。 

 

（２）厚生労働省が定めた「臨床研修の到達目標、実務研修の方略」 

  研修期間を通じ、少なくともすべての必修項目について目標を達成していること。個々の目標に

ついては、研修医が医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与えずに行うことができる場合を達

成とすること。 

 Ⅰ 到達目標  

  Ａ．医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

Ｂ．資質・能力 

Ｃ．基本的診察業務 

に関する各項目 

 

Ⅱ 実務研修の方略  

  【研修期間】  

研修期間は原則として２年間以上とする。 

協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、原則と

して、１年以上は基幹型臨床研修病院で研修を行う。なお、地域医療等における研修期間を、

12週を上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができる。 

   

【臨床研修を行う分野・診療科】 

  ① 内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急、地域医療を必修分野とする。また、一般外来

での研修を含めること。  
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② 原則として、内科 24週以上、救急 12 週以上、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療

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

ては、８週以上の研修を行うことが望ましい。  

③ 原則として、各分野は一定のまとまった期間に研修（ブロック研修）を行うことを基本とする。

ただし、救急については、４週以上のまとまった期間に研修を行った上で、週１回の研修を通

年で実施するなど特定の期間一定の頻度により行う研修（並行研修）を行うことも可能である。

なお、特定の必修分野を研修中に、救急の並行研修を行う場合、その日数は当該特定の必修分

野の研修期間に含めないこととする。  

④ 内科については、入院患者の一般的・全身的な診療とケア、及び一般診療で頻繁に関わる症候

や内科的疾患に対応するために、幅広い内科的疾患に対する診療を行う病棟研修を含むこと。  

⑤ 外科については、一般診療において頻繁に関わる外科的疾患への対応、基本的な外科手技の習

得、周術期の全身管理などに対応するために、幅広い外科的疾患に対する診療を行う病棟研修

を含むこと。  

⑥ 小児科については、小児の心理・社会的側面に配慮しつつ、新生児期から思春期までの各発達

段階に応じた総合的な診療を行うために、幅広い小児科疾患に対する診療を行う病棟研修を含

むこと。  

⑦ 産婦人科については、妊娠・出産、産科疾患や婦人科疾患、思春期や更年期における医学的対

応などを含む一般診療において頻繁に遭遇する女性の健康問題への対応等を習得するために、

幅広い産婦人科領域に対する診療を行う病棟研修を含むこと。  

⑧ 精神科については、精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応する

ために、精神科専門外来又は精神科リエゾンチームでの研修を含むこと。なお、急性期入院患

者の診療を行うことが望ましい。  

⑨ 救急については、頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応の研修を含

むこと。また、麻酔科における研修期間を、４週を上限として、救急の研修期間とすることが

できる。麻酔科を研修する場合には、気管挿管を含む気道管理及び呼吸管理、急性期の輸液・

輸血療法、並びに血行動態管理法についての研修を含むこと。  

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

なお、受入状況に配慮しつつ、８週以上の研修を行うことが望ましい。また、症候・病態につ

いて適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢性疾患の継続診療を行うために、

特定の症候や疾病に偏ることなく、原則として初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続診療を

含む研修を行うこと。例えば、総合診療、一般内科、一般外科、小児科、地域医療等における

研修が想定され、特定の症候や疾病のみを診察する専門外来や、慢性疾患患者の継続診療を行

わない救急外来、予防接種や健診・検診などの特定の診療のみを目的とした外来は含まれない。

一般外来研修においては、他の必修分野等との同時研修を行うことも可能である。  

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

病床数が 200床未満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。さらに研修内容として

は以下に留意すること。  

１）一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療の研

修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はない。  

２）病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。  

３）医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの実際

について学ぶ機会を十分に含めること。  
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⑫ 選択研修として、保健・医療行政の研修を行う場合、研修施設としては、保健所、介護老人保

健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、検診・健診の実施施設、国際機関、行政機関、

矯正施設、産業保健等が考えられる。  

⑬ 全研修期間を通じて、感染対策（院内感染や性感染症等）、予防医療（予防接種等）、虐待への

対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ・人生会議）、臨

床病理検討会（ＣＰＣ）等、基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修を含むこ

と。また、診療領域・職種横断的なチーム（感染制御、緩和ケア、栄養サポート、認知症ケア、

退院支援等）の活動に参加することや、児童・思春期精神科領域（発達障害等）、薬剤耐性菌、

ゲノム医療等、社会的要請の強い分野・領域等に関する研修を含むことが望ましい。 

     

 

 

   

経験すべき症候―２９症候― 

 外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見

に基づく臨床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

 

   

    

   

 

 

 

 

経験すべき疾病・病態―２６疾病・病態― 

   外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

 

 

 

 

 

 

※「経験すべき症候」及び「経験すべき疾病・病態」の研修を行ったことの確認は、日常業務

において作成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、

プラン（診断、治療、教育）、考察等を含むこと。 

 

   ◇ 「体重減少・るい痩」「高エネルギー外傷・骨折」など、「・」で結ばれている症候はどちら

かを経験すればよい。 

   ◇ 依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）に関しては、いずれかの患者を経験す

ること。 

   ◇ 「経験すべき疾病・病態」の中の少なくとも１症例は、外科手術に至った症例を選択し、

病歴要約には必ず手術要約を含めること。 

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

けいれん発作、視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔気・嘔吐、

腹痛、便通異常（下痢・便秘）、熱傷・外傷、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・筋力低下、排

尿障害（尿失禁・排尿困難）、興奮・せん妄、抑うつ、成長・発達の障害、妊娠・出産、終末

期の症候 

（29症候） 

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

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、胆

石症、大腸癌、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿病、脂質異常症、

うつ病、統合失調症、依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）（26 疾病・病態）  
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経験すべき診察法・検査・手技等 

   以下の項目については、研修期間全体を通じて経験し、形成的評価、総括的評価の際に習得度

を評価する。 

 

 １．医療面接 

    医療面接では、患者と対面した瞬間に緊急処置が必要な状態かどうかの判断が求められる

場合があること、診断のための情報収集だけでなく、互いに信頼できる人間関係の樹立、患

者への情報伝達や推奨される健康行動の説明等、複数の目的があること、そして診療の全プ

ロセス中最も重要な情報が得られることなどを理解し、望ましいコミュニケーションのあり

方を不断に追及する心構えと習慣を身に付ける必要がある。 

    患者の身体に関わる情報だけでなく、患者自身の考え方、意向、解釈モデル等について傾

聴し、家族をも含む心理社会的側面、プライバシーにも配慮する。 

    病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー等）を聴取し、診

療録に記載する。 

 

 ２．身体診察 

    病歴情報に基づいて、適切な診察手技（視診、触診、打診、聴診等）を用いて、全身と局

所の診察を速やかに行う。このプロセスで、患者に苦痛を強いたり、傷害をもたらしたりす

ることのないよう、そして倫理面にも十分な配慮をする必要がある。とくに乳房の診察や泌

尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む）を行う場合は、指導医あるいは女性看護師の立

ち会いのもとに行わなくてはならない。 

 

 ３．臨床推論 

    病歴情報と身体所見に基づいて、行うべき検査や治療を決定する。患者への身体的負担、

緊急度、医療機器の整備状況、患者の意向や費用等、多くの要因を総合して決めなければな

らないことを理解し、検査や治療の実施にあたって必須となるインフォームド・コンセント

を受ける手順を身に付ける。また、見落とすと死につながるいわゆる Killer disease を確実

に診断できるように指導されるのが望ましい。 

 

 ４．臨床手技 

   １）大学での医学教育モデルコアカリキュラム（2016 年度改訂版）では、学修目標として、

体位変換、移送、皮膚消毒、外用薬の貼布・塗布、気道内吸引・ネブライザー、静脈採

血、胃管の挿入と抜去、尿道カテーテルの挿入と抜去、注射（皮内、皮下、筋肉、静脈

内）を実施できることとされている。また、中心静脈カテーテルの挿入、動脈血採血・

動脈ラインの確保、腰椎穿刺、ドレーンの挿入・抜去、全身麻酔・局所麻酔・輸血、眼

球に直接触れる治療については、見学し介助できることが目標とされている。 

    ２）研修開始にあたって、各研修医が医学部卒業までに上記手技をどの程度経験してきたの

か確認し、研修の進め方について個別に配慮することが望ましい。 

   ３）具体的には、以下の臨床手技を身に付ける 

①気道確保 

     ②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む） 
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     ③胸骨圧迫 

     ④圧迫止血法 

     ⑤包帯法 

     ⑥採血法（静脈血、動脈血） 

     ⑦注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

     ⑧腰椎穿刺 

     ⑨穿刺法（胸腔、腹腔） 

     ⑩導尿法 

     ⑪ドレーン・チューブ類の管理 

     ⑫胃管の挿入と管理 

     ⑬局所麻酔法 

     ⑭創部消毒とガーゼ交換 

     ⑮簡単な切開・排膿 

     ⑯皮膚縫合 

     ⑰軽度の外傷・熱傷の処置 

     ⑱気管挿管 

     ⑲除細動 

  

 ５．検査手技 

   以下を経験すること。 

     ①血液型判定・交差適合試験 

     ②動脈血ガス分析（動脈採血を含む） 

     ③心電図の記録 

     ④超音波検査 

 

 ６．地域包括ケア・社会的視点 

    症候や疾病・病態の中には、その頻度の高さや社会への人的・経済的負担の大きさから社

会的な観点から理解し対応することがますます重要になってきているものが少なくない。例

えば、もの忘れ、けいれん発作、心停止、腰・背部痛、抑うつ、妊娠・出産、脳血管障害、

認知症、心不全、高血圧、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、腎不全、糖尿病、うつ病、統合失調症、

依存症などについては、患者個人への対応とともに、社会的な枠組みでの治療や予防の重要

性を理解する必要がある。 

 

 ７．診療録 

    日々の診療録（退院時要約を含む）は速やかに記録し、指導医あるいは上級医の指導を受

ける。入院患者の退院時要約には、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診

断、治療方針、教育）、考察等を記載する。退院時要約を症候および疾病・病態の研修を行っ

たことの確認に用いる場合であって考察の記載欄がない場合、別途、考察を記載した文書の

提出と保管を必要とする。 

なお、研修期間中に、各種診断書（死亡診断書を含む）の作成を必ず経験すること。 
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基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修 

   研修期間全体を通じて、以下の基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修を行う

こと。 

  

   １．感染対策（院内感染や性感染症等） 

     ＜研修方法例＞ 

・当院で開催される「院内感染対策研修会」に参加する 

     ・院内感染対策チームの活動に参加する 

     ・「保健・医療行政」の研修時に、保健所で感染症に対する現場での活動に携わる 

 

２．予防医療（予防接種を含む） 

     ＜研修方法例＞ 

     ・職員健診での予防接種業務に参加し、接種の可否の判断や計画の作成に携わる 

 

３．虐待 

     ＜研修方法例＞ 

     ・虐待に関する研修を受講する。（医師会等主催の講演会等に参加） 

 

４．社会復帰支援 

     ＜研修方法例＞ 

     ・長期入院が必要であった患者が退院する際、ソーシャルワーカー等とともに、社会復帰

支援のためのカンファレンスに参加する。 

    

５．緩和ケア 

     ＜研修方法例＞ 

     ・内科や外科の研修中、緩和ケアを必要とする患者を担当する。 

     ・緩和ケアチームの活動に参加する。 

     ・「厚生労働省 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケアに関する研修会」を受講す

る。 

 

６．アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

     ＜研修方法例＞ 

     ・内科や外科の研修中に、がん患者等に対して、経験豊富な指導医の指導のもと、意思決

定支援の場に参加する。 

     ・チーム活動に参加する。 

     ・ＡＣＰについて体系的に学ぶことができる講習会などを受講する。 

 

    ７．臨床病理検討会（ＣＰＣ） 

     ＜研修方法例＞ 

     ・死亡患者の家族への剖検の説明に同席し、剖検に立ち会う。 

     ・ＣＰＣにおいては、症例提示を行い、フィードバックを受け、考察を含む最終的なまと

めまで行い、症例レポートを作成する。 
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社会的要請の強い分野・領域等に関する研修（推奨） 

   

    １．児童・青春期精神科領域 

     ＜研修方法例＞ 

     ・小児科や精神科の外来及び病棟研修において、不登校や発達障害の小児を担当し、診療

の実際を学び、職種間の症例会議などに参加する。 

     ・教育現場での対応を学ぶため、学校健診に参加する 

     ・系統的に学べる講義を受講する 

 

    ２．薬剤耐性菌 

     ＜研修方法例＞ 

・薬剤耐性に関する系統的な講義の受講 

     ・各研修病院におけるアンチバイオグラムを用いた薬剤耐性の状況把握と対策を実践する

感染症制御チーム等に参加する 

 

    ３．ゲノム医療 

     ＜研修方法例＞ 

・各診療分野に関連するゲノム医療の論文を用いた抄読会に参加する 

     ・ゲノム医療に関する講演会や学会に参加する 

   

    ４．その他 

     ・感染制御チーム、緩和ケアチーム、栄養サポートチーム、認知症ケアチーム、退院支援

チーム等、診療領域・職種横断的なチームの活動に参加する。 
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到達目標の達成度評価 

研修医が到達目標を達成しているかどうかは、各分野・診療科のローテーション終了時に、

医師及び医師以外の医療職が別添の「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて評価し、評価票は研

修管理委員会で保管する。医師以外の医療職には、看護師を含むことが望ましい。 

上記評価の結果を踏まえて、少なくとも年２回、プログラム責任者・研修管理委員会委員が、

研修医に対して形成的評価（フィードバック）を行う。 

２年間の研修終了時に、研修管理委員会において、「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を勘案して作

成される「臨床研修の目標の達成度判定票」を用いて、到達目標の達成状況について評価する。 

 

（３）金沢赤十字病院が定めた「初期臨床研修における到達目標」 

① 知識 

参加項目 修了条件 

院内医療安全研修会 年 2回以上出席すること。 

院内感染対策研修会 年 2回以上出席すること。 

BLS 講習会 受講すること。 

 

② 態度 

参加項目 修了条件 

接遇研修 受講すること。（オリエンテーション時） 

 

③ その他 

参加項目 修了条件 

オリエンテーション 参加すること。 

研修修了式 参加すること。 

 

（４）臨床医としての適性 

以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めない。 

 

 ① 安心、安全な医療の提供ができない場合 

   医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意思疎通に欠け不安感を与える場合等には、まず、指

導医が中心となって、患者に被害を及ぼさないよう十分注意しながら、指導・教育するものである

が、それでもなお改善がみられず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や中断とする。 

一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に関しては、まず当

該臨床研修病院において、十分指導・教育を行う。定められた研修期間を通じて指導・教育し、そ

れでもなお医療の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了や中断とする。 
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また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者に不安

感を与える等の場合にも、未修了や中断とする。なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該

臨床研修病院では研修不可能であるが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院

では研修可能な場合には、研修を中断して病院を移ることを可能とする。 

 

 ② 法令・規則が遵守できない者 

  医道審議会の処分対象となる者の場合には、法条第７条の２第１項の規定に基づく再教育研修を

行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未

修了や中断とする。 
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≪ 研修管理委員会名簿 ≫ 

氏名 所属 役職 備考 

寺﨑 修一 金沢赤十字病院 院長 委員長、指導医 

久田 幸正 金沢赤十字病院 副院長 プログラム責任者、指導医 

二上 文夫 金沢赤十字病院 副院長 副プログラム責任者、指導医 

熊野 宏一 金沢赤十字病院 脳神経外科部長 上級医 

長井 英夫 金沢赤十字病院 循環器科部長 指導医 

木本 達哉 金沢赤十字病院 第一放射線科部長 指導医 

内山 佳代 金沢赤十字病院 眼科部長 指導医 

松本 豊 金沢赤十字病院 第一麻酔科部長 上級医 

小中 弘之 金沢赤十字病院 泌尿器科部長 指導医 

西島 弘二 金沢赤十字病院 第二外科部長 指導医 

小村 一浩 金沢赤十字病院 皮膚科部長 指導医 

喜多 裕樹 金沢赤十字病院 第四内科部長 指導医 

井上 雅之 金沢赤十字病院 小児科部長 指導医 

梶 喜一郎 金沢赤十字病院 消化器科部長 上級医 

樋口 貴史 金沢赤十字病院 第一整形外科部長 上級医 

髙木 眞優美 金沢赤十字病院 看護部長 看護部門の責任者、指導者 

小棚木 均 秋田赤十字病院 院長 研修実施責任者、指導医 

吉崎 智一 金沢大学附属病院 研修医・専門医総合教育ｾﾝﾀｰ長 研修実施責任者、指導医 

飯沼 由嗣 金沢医科大学病院 臨床研修センター部長 研修実施責任者、指導医 

岡田 俊英 石川県立中央病院 院長 研修実施責任者、指導医 

吉田 幸彦 日本赤十字社愛知医療セン

ター名古屋第二病院 

副院長 研修実施責任者、指導医 

高澤 和也 公立松任石川中央病院 院長 研修実施責任者、指導医 

守友 仁志 公立能登総合病院 臨床研修センター長 研修実施責任者、指導医 

谷  卓 公立つるぎ病院 院長 研修実施責任者、指導医 

浜田 秀剛 珠洲市総合病院 院長 研修実施責任者、上級医 

品川 誠 市立輪島病院 院長 研修実施責任者、指導医 

島中 公志 公立穴水総合病院 院長 研修実施責任者、指導医 

勝木 達夫 やわたメディカルセンター 院長 研修実施責任者、指導医 

可西 直之 恵愛会松南病院 院長 研修実施責任者、指導医 

長谷川 啓 公立宇出津総合病院 院長 研修実施責任者、指導医 

長谷川 充 岡部病院 院長 研修実施責任者、上級医 

松原 三郎 松原病院 理事長 研修実施責任者、指導医 

越田 理恵 金沢市保健所 所長 研修実施責任者、指導者 

中尾 眞二 石川県赤十字血液センター 所長 研修実施責任者、指導医 

柳 昌幸 やなぎ内科クリニック 院長 研修実施責任者、上級医 

山川 治 やまかわ内科クリニック 院長 研修実施責任者、上級医 

大和 太郎 やまと＠ホームクリニック 院長 研修実施責任者、指導医 
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氏名 所属 役職 備考 

小川 純 ソフィア内科クリニック 院長 外部委員 

木島 浩 金沢赤十字病院 事務部長 事務部門の責任者 

藤本 清彦 金沢赤十字病院 総務課長 臨床研修事務担当 

竹内 俊行 金沢赤十字病院 総務課主事 臨床研修事務担当 
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８．研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 

（１）金沢赤十字病院初期臨床研修医として、研修医を募集します。 

（２）募集要項、募集日程は別に示します。 

（３）医師臨床研修マッチングに参加します。  

（４）応募者は試験等にて採用順位を決定します。 

（５）採用確定後、希望により研修スケジュールの調整を行います。 

（６）マッチングで定員に達しない場合は、マッチング以外の方法で募集します。   

 

９．研修医の処遇 

（ⅰ）常勤又は非常勤の別 

   常勤嘱託 

日本赤十字社職員に準ずる（他でのアルバイトは一切認めない） 

（ⅱ）研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項 

研修手当は決まり次第公表します。 

勤務時間：月曜～金曜  8：30～17：00（休憩時間 12：00～12：45） 

休  暇：年次有給休暇年間 一年次：10日 二年次：11日 

特別有給休暇（慶弔等）、夏休み 3 日、年末年始の 6日間（29 日～3日） 

産前休暇７週間、産後休暇８週間  

（ⅲ）時間外勤務及び当直に関する事項 

時間外勤務：有り 

当   直：月３～４回程度とする。 

（ⅳ）研修医のための宿舎及び病院内の個室の有無 

研修先病院 研修医のための宿舎 病院内の個室の有無 

金沢赤十字病院 無（住宅手当上限 28,500 円） 有（１室） 

秋田赤十字病院 有（世帯用６戸） 有（１室） 

日本赤十字社愛知医療

ｾﾝﾀｰ名古屋第二病院 
有（単身用１５戸） 有（１室） 

公立能登総合病院 無 無 

珠洲市総合病院 有（単身用４戸） 無 

公立宇出津総合病院 有（単身用２戸） 無 

市立輪島病院 有（単身用４戸） 無 

公立穴水総合病院 有（単身用１戸、世帯用２戸） 有（２室） 

  移動等に関する費用については、金沢赤十字病院が日本赤十字社旅費規則に基づき支給する。 
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（ⅴ）社会保険・労働保険（公的医療保険、公的年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険）に関す

る事項 

   社会保険：公的医療保険（社会保険）、公的年金保険（厚生年金）、日赤厚生年金基金 

   労働保険：労働者災害補償保険法の適用あり 

        国家・地方公務員災害補償法の適用なし 

   雇用保険：あり 

（ⅵ）健康管理に関する事項 

 健康診断を年 2回実施 

予防接種に関しては接種申込書（ＨＢワクチン、インフルエンザ予防接種）を提出してもらい

実施する。 

（ⅶ）医師賠償責任保険に関する事項 

医師賠償責任保険は病院にて一括加入するため、個人加入は任意 

（ⅷ）外部の研修活動に関する事項（学会、研究会等への参加の可否及び費用負担の有無） 

外部への研修活動（学会、研究会等）への参加は必要に応じて可。出張旅費などの援助あり。 

（ⅸ）福利厚生に関する事項 

   １）互助会（金沢赤十字病院）  

職員（嘱託を含む）は互助会に加入することができます。運営は会員からの会費（本俸の 3/1000）

で行われ、慰安会やレクリエーションなど、様々な行事が企画されています。  

２）全社的（日本赤十字社）福利厚生事業 

自動車保険事業、慶弔見舞金事業、ガソリン割引事業  

３）育児休業 

職員から申し出があれば、３年以内で取得可能です。子が１歳になるまでの育児休業期間につ

いて、国からの育児休業給付金と合わせて 80％が支給されます（ただし、1年以上の勤務が必

要）。また、院外保育施設において、一時・病児保育サービスを利用できます。（病院補助あり） 

 

１０．初期臨床研修ガイドブック 

 「研修医のための初期臨床研修ガイドブック」を作成し配付する。研修医はこのガイドブックを基

に、到達目標に対する評価を行い、研修科ごとに研修科指導医からの評価を受け、診断書等を作成し

提出する。 

 

１１．研修終了後のキャリアパス 

研修医の希望に応じて、研修終了後に金沢大学附属病院、金沢医科大学病院等の各科医局に入局し、

専門医資格の取得、関連病院での専門研修を行う。当院の教育研修推進室が入局をサポートする。 
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１２．教育・研修施設認定一覧 

学会認定制度に基づく卒後研修施設の認定 

日本内科学会認定医制度教育関連病院 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設 

日本腎臓学会認定研修施設 

日本透析医学会認定教育関連施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 

日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

日本皮膚科学会認定専門医研修施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本大腸肛門病学会認定施設 

日本泌尿器科学会関連教育施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診施設 

日本静脈経腸栄養学会 NST 稼動施設 
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Ⅱ．臨床研修の到達目標 

１．到達目標 

Ａ．医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及び

公衆衛生の向上に努める。 

２．利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

３．人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

４．自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

Ｂ．資質・能力 

１．医学・医療における倫理性 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

 
①人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

 
②患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

 
③倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

 
④利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 

 
⑤診療、研究、教育の透明性を確保し、不正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ついて、科学的根拠に経験を

加味して解決を図る。 

 
①頻度の高い症候について、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決断を行

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。 
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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チームの各構成員と情報を共有し、連携を図る。 

６．医療の質と安全の管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

 
①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。 
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⑥災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。 

８．科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に

寄与する。 

 
①医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

 
②科学的研究方法を理解し、活用する。 

 
③臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携わり、

生涯にわたって自律的に学び続ける。 

 
①急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

 
②同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

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

 

Ｃ．基本的診察業務 

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、地域連携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。 
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経験すべき症候―29症候― 

 外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見に基づく臨

床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

経験すべき症候 

  １）ショック 

  ２）体重減少・るい痩 

  ３）発疹 

  ４）黄疸 

  ５）発熱 

  ６）もの忘れ 

  ７）頭痛 

  ８）めまい 

  ９）意識障害・失神 

  10）けいれん発作 

  11）視力障害 

  12）胸痛 

  13）心停止 

  14）呼吸困難 

  15）吐血・喀血 

  16）下血・血便 

  17）嘔気・嘔吐 

  18）腹痛 

  19）便通異常（下痢・便秘） 

  20）熱傷・外傷 

  21）腰・背部痛 

  22）関節痛 

  23）運動麻痺・筋力低下 

  24）排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

  25）興奮・せん妄 

  26）抑うつ 

  27）成長・発達の障害 

  28）妊娠・出産 

  29）終末期の症候 
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経験すべき疾病・病態―26疾病・病態― 

 外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

経験すべき疾病・病態 

  １）脳血管障害 

  ２）認知症 

  ３）急性冠症候群 

  ４）心不全 

  ５）大動脈瘤 

  ６）高血圧 

  ７）肺癌 

  ８）肺炎 

  ９）急性上気道炎 

  10）気管支喘息 

  11）慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

  12）急性胃腸炎 

  13）胃癌 

  14）消化性潰瘍 

  15）肝炎・肝硬変 

  16）胆石症 

  17）大腸癌 

  18）腎盂腎炎 

  19）尿路結石 

  20）腎不全 

  21）高エネルギー外傷・骨折 

  22）糖尿病 

  23）脂質異常症 

  24）うつ病 

  25）統合失調症 

  26）依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博） 
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その他（経験すべき診察法・検査・手技等） 

 

（１）医療面接 

 

医療面接では、患者と対面した瞬間に緊急処置が必要な状態かどうかの判断が求められる場合があ

ること、診断のための情報収集だけでなく、互いに信頼できる人間関係の樹立、患者への情報伝達や推

奨される健康行動の説明等、複数の目的があること、そして診療の全プロセス中本も重要な情報が得ら

れることなどを理解し、望ましいコミュニケーションのあり方を不断に追及する心構えと習慣を身に付ける

必要がある。 

 患者の身体に関わる情報だけでなく、患者自身の考え方、意向、解釈モデル等について傾聴し、家族

をも含む心理社会的側面、プライバシーにも配慮する。 

 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー等）を聴取し、診療録に記載す

る。 

（２）身体診察 

 

病歴情報に基づいて、適切な診察手技（視診、触診、打診、聴診等）を用いて、全身と局所の診察を速

やかに行う。このプロセスで、患者に苦痛を強いたり、傷害をもたらしたりすることのないよう、そして倫理

面にも十分な配慮をする必要がある。とくに乳房の診察や泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含

む）を行う場合は、指導医あるいは女性看護師の立ち会いのもとに行わなくてはならない。 

（３）臨床推論 

 

病歴情報と身体所見に基づいて、行うべき検査や治療を決定する。患者への身体的負担、緊急度、医

療機器の整備状況、患者の意向や費用等、多くの要因を総合して決めなければならないことを理解し、

検査や治療の実施にあたって必須となるインフォームド・コンセントを受ける手順を身に付ける。また、見

落とすと死につながるいわゆる Killer diseaseを確実に診断できるように指導されるのが望ましい。 

（４）臨床手技 

① 気道確保 

② 人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む） 

③ 胸骨圧迫 

④ 圧迫止血法 

⑤ 包帯法 

⑥ 採血法（静脈血、動脈血） 

⑦ 注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

⑧ 腰椎穿刺 

⑨ 穿刺法（胸腔、腹腔） 

⑩ 導尿法 

⑪ ドレーン・チューブ類の管理 

⑫ 胃管の挿入と管理 

⑬ 局所麻酔法 

⑭ 創部消毒とガーゼ交換 

⑮ 簡単な切開・排膿 
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⑯ 皮膚縫合 

⑰ 軽度の外傷・熱傷の処置 

⑱ 気管挿管 

⑲ 除細動 

（５）検査手技 

① 血液型判定・交差適合試験 

② 動脈血ガス分析（動脈血採血を含む） 

③ 心電図の記録 

④ 超音波検査 

（６）地域包括ケア・社会的視点 

 

症候や疾病・病態の中には、その頻度の高さや社会への人的・経済的負担の大きさから社会的な観点

から理解し対応することがますます重要になってきているものが少なくない。例えば、もの忘れ、けいれん

発作、心停止、腰・背部痛、抑うつ、妊娠・出産、脳血管障害、認知症、心不全、高血圧、肺炎、慢性閉

塞性肺疾患、腎不全、糖尿病、うつ病、統合失調症、依存症などについては、患者個人への対応ととも

に、社会的な枠組みでの治療や予防の重要性を理解する必要がある。 

（７）診療録 

 日々の診療録（退院時要約を含む）は速やかに記録し、指導医あるいは上級医の指導を受ける。入院

患者の退院時要約には、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診断、治療方針、教育）、

考察等を記載する。退院時要約を症候および疾病・病態の研修を行ったことの確認に用いる場合であ

って考察の記載欄がない場合、別途、考察を記載した文書の提出と保管を必要とする。 

なお、研修期間中に、各種診断書（死亡診断書を含む）の作成を必ず経験すること。 

 

  



- 32 - 

 

 

 

Ⅲ．各科研修カリキュラム 

◆ 内科 ◆ 

カテゴリー：必修科目、選択科目 

研修場所： 

〔必修科目〕金沢赤十字病院（内科・神経内科） 

〔選択科目〕金沢赤十字病院（内科・神経内科） 

金沢大学附属病院（消化器内科、内分泌・代謝内科、リウマチ・膠原病内

科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、脳神経内科） 

金沢医科大学病院（循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、肝胆膵内科、

腎臓内科、内分泌代謝科、血液リウマチ膠原病科、脳神経内科、高齢医学

科、総合内科、消化器内視鏡科、感染症科） 

石川県立中央病院（循環器内科、脳神経内科、糖尿病内分泌内科、腎臓内

科・膠原病内科、リウマチ科、消化器内科、血液内科、呼吸器内科） 

やわたメディカルセンター（循環器内科） 

期 間： 

〔必修科目〕１年目に２４週間 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

 金沢赤十字病院  

 

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考（専門領域） 

科目責任者 久田 幸正 副院長 腎・高血圧・膠原病 

指導医 寺﨑 修一 院長 消化器 

指導医 喜多 裕樹 第四内科部長 内分泌・代謝 

上級医 関口 芳輝 第二内科部長 循環器 

上級医 山本 康隆 医師 腎・高血圧 

上級医 梶 喜一郎 消化器科部長 消化器 

上級医 稲垣 聡子 医師 消化器 

上級医 須田 烈史 消化器科副部長 消化器 

上級医 杉本 宰甫 医師 消化器 

上級医 熊野 宏一 脳神経外科部長 脳神経外科一般 

上級医 坂下 泰浩 非常勤医師 脳神経内科 

 

科目責任者からのメッセージ 

 内科は診療の中核となる科です。6 か月間の内科研修で幅広い診療技術を身につけるとともに、患
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者・家族との良好な人間関係の構築やスタッフとのコミュニケーション技術も学んでください。 

 

一般目標 

 プライマリ・ケアを実践できる臨床医となるために、内科疾患全般の診療に必要な基本的知識、技

能、及び医師としての必要な態度を修得する。 

行動目標 

１．内科共通 

１）患者、家族から的確に病歴を聴取し、身体所見をとる。 

２）POMR(Problem Oriented Medical Record)に従い、適切に診療録を作成する。 

３）緊急を要する内科的疾患の初期診療に関する臨床能力を身につける。 

４）各専門医のコンサルテーションを得て、各種疾患の診断、治療計画を作り、実践できる。 

５）生活習慣病を理解し、生活指導を行うことができる。 

６）各種感染症やキャリア（HBV,HCV,HIV,HTLVなど）の生活指導を行うことができる。 

７）慢性疾患患者に対し、リハビリテーション、在宅医療、社会復帰の計画・立案を行う。 

８）患者・家族とコミュニケーションをとる能力をつけ、病状などを理解しやすく説明できる。 

 

２．内科各専門分野の目標 

Ａ．内科（消化器） 

１）消化器疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。 

２）食道・胃・十二指腸疾患の病態を理解し、治療できる。 

  食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎 

３）小腸・大腸疾患の病態を理解し、治療できる。 

  イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻 

３）肝疾患の病態を理解し、治療できる。 

４）胆嚢・胆管疾患の病態を理解し、治療できる。 

  胆石、胆嚢炎、胆管炎 

５）肝疾患の病態を理解し、治療できる。 

  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 

６）膵臓疾患の病態を理解し、治療できる。 

  急性・慢性膵炎 

７）消化器疾患で外科的治療の適応を適切に判断でき、外科にコンサルテーションできる。 

８）上部消化管の内視鏡検査が実施できる。 

９）下部消化管の内視鏡検査（シグモイドスコピー）が実施できる。 

10）急性消化管出血の初期対応ができ、適切に原因精査を計画、依頼できる。 

11）内視鏡的治療（ポリペクトミー、粘膜切除、止血、静脈瘤結紮、硬化療法など）の手技を理解し、

術後管理ができる。 

12）消化管悪性腫瘍の化学療法が実施でき、副作用に対する予防措置が行える。癌性疼痛の管理がで

きる(WHO方式)。 

13）経鼻胃管の挿入ができ、内視鏡的胃瘻造設術の介助ができる。 
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14）また術後管理、栄養管理ができる。 

15）腹部超音波検査を実施できる。 

16）腹部臓器の解剖と、CT、MRIの所見が理解できる。 

17）肝生検の適応とリスクを理解し、適切に依頼できる。 

18）肝細胞癌の内科的治療手技を理解し、治療後の管理ができる。 

19）腹水穿刺が安全に行える。 

20）胆道ドレナージ術（ENBD,PTCD、内瘻化）を理解し、術後管理ができる。 

21）急性腹症の診断と初期治療を行える。 

 

Ｂ．内科（循環器） 

１）循環器疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。 

２）胸部Ｘ線写真（各体位の）の所見をとることができる。 

３）心電図（Master２階段試験も含め）検査を実施でき、所見をとることができる。 

４）心エコー、トレッドミル負荷、ホルター心電図を実施でき、所見を理解できる。 

５）核医学的心臓検査の意義を理解し、所見を理解できる。 

６）心臓カテーテル検査、電気生理学的検査の意義を理解し、検査の介助ができ、所見の理解ができ

る。 

７）冠動脈疾患のカテーテル治療を理解し、治療の介助および術後の管理ができる。 

８）心疾患の救急処置（気管内挿管、電気的除細動、心肺蘇生、血管確保）を身につけ、AHA（American 

Heart Association）の BLS（basic life support）講習会，ACLS（advanced cardiac life support）

講習会の合格を目指す。 

９）心疾患の救急（ショック、心不全、失神、不整脈、急性冠症候群）に初期対応できる。 

10）治療薬（強心薬、抗不整脈、抗凝固薬、昇圧薬、利尿薬、抗狭心薬）の薬理作用を理解し、エビ

デンスに基づいた使用ができる。 

11）冠動脈疾患の診療を行うことができる。 

12）心筋障害の鑑別、治療が行うことができる。 

13）不整脈の鑑別（危険な不整脈）と治療が行うことができる。 

14）ペースメーカーの適応、カテーテル心筋焼却術の適応を理解し、治療を依頼できる。 

15）心臓リハビリテーションを計画立案し、実施できる。 

16）大動脈瘤の診断と内科的治療ができる。 

17）末梢動脈疾患の治療ができ、カテーテル治療について専門医にコンサルテーションできる。 

18）深部静脈血栓の治療ができ、合併症に専門医のコンサルテーションをうけ、対応できる。 

 

Ｃ．内科（腎・高血圧） 

１）腎疾患の病歴を既往歴、家族歴に注意しながら正確にとることができる。 

２）腎疾患・水電解質・高血圧に関連した身体所見を正確にとることができる。 

３）基本的な検査を指示し、結果を解釈できる。 

４）主な原発性腎疾患および二次性腎疾患の病態、診断法、治療法を理解する。 

５）腎生検の適応とリスクを理解し、適切に依頼できる。 

６）水、電解質異常の病態生理、治療法について理解する。 

７）ステロイド、免疫抑制薬について、その適応、副作用を理解し、エビデンスに基づき使用できる。 
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８）各種利尿薬、降圧薬の作用機序、適応病態を理解し、エビデンスに基づき使用できる。 

９）急性腎不全の鑑別を適切に行い、治療方針が立てられる。また急性血液浄化について理解し、そ

の適応の判断と依頼ができる。 

10）エンドトキシン、各種免疫疾患などに対し、適切な血液浄化療法を選択でき、コンサルテーショ

ンできる。 

11）慢性腎不全に対する食事療法を含めた治療を理解する。 

12）慢性血液透析への導入と透析患者の合併症管理ができる。 

13）高血圧症の診断基準の理解、重症度判定、合併症評価および二次性高血圧の鑑別が適切にできる。 

14）泌尿器科的疾患の鑑別と専門的治療を依頼できる。 

 

Ｄ．内科（内分泌・代謝） 

１）糖尿病の病歴、症状、所見を正確にとることができる。 

２）糖尿病の病態（糖の変動とインスリンとの相互作用）を理解する。 

３）糖尿病の成因を理解し、病型、病期を判断できる。 

４）糖尿病の合併症発症、進展のリスク因子を理解し、把握できる。 

５）糖尿病の緊急処置（高血糖、低血糖）を診断、治療できる。 

６）緊急患者の糖尿病管理ができる。 

７）糖尿病の食事療法、運動療法を適切に指示、指導できる。 

８）糖尿病の病態に応じた薬物療法を指示、処方できる。 

９）脂質代謝異常の病態把握が適切にできる。 

10）高脂血症の病型に応じた適切な治療が行える。 

11）高尿酸血症の診断、治療を適切に行える。 

12）甲状腺疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。 

13）甲状腺の触診、超音波検査、穿刺細胞診を指示し、結果が理解でき、治療方針をたてられる。 

14）甲状腺機能亢進症の診断、治療法の選択について患者に説明し、 実施できる。 

15）甲状腺機能低下症の診断、治療が適切に行える。 

16）下垂体疾患の診察、検査を適切に行い、内分泌学的評価を正確に行い、治療の選択について患者

に説明できる。 

17）副甲状腺疾患の診断、内分泌学的評価を正確に行える。 

18）副腎疾患の診断、内分泌学的評価を正確に行える。 

 

 

指導原則・方法 

１．指導医の監督のもとに入院患者の受け持ち医として診察を行い、医師としての基本的な診療への

姿勢や患者・家族との良好な人間関係を保つことを修得する。科目責任者は研修医の受け持ち患

者の数および疾患が適正となるよう配慮する。 

２．指導医の監督のもとに外来診療を行い、一般内科医に必要な診察能力を高める。初診のみならず、

各専門領域の再診外来の見学を行う。神経部門の研修のため、神経内科、脳神経外科の外来診療

に参加する。 

３．週に数回、内科の日中の救急担当をし、指導医とともに内科の救急診療を行う。 
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４．指導医の監督のもとに救急外来および当直（月３～４回程度）を行い、外来救急及び病棟の時間

外診療研修を行う。 

５．内科で行う検査および治療（腹部エコー、内視鏡検査・治療、心エコー、心臓カテーテル検査・治

療、血液浄化療法など）にそれぞれ１か月間参加する。研修医の希望に応じて期間を延長できる。 

６．外来診療・検査・治療の研修時期は科目責任者と協議して決める。 

７．入院受け持ち患者の退院後、1週間以内にサマリーを記載し、指導医の評価を受ける。 

８．NST回診、褥瘡回診、緩和ケア回診に参加する。 

９．内科及び消化器病センター合同カンファレンス、部長回診のほか、ＣＰＣ、院内外の研究会に積

極的に参加し発表する。また、内科学会等への参加、発表を行う。 

 

週間予定 

 午前 午後  

月 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟  

火 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟 内科カンファレンス 

水 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟 消化器合同カンファレンス 

木 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟  

金 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟  

 

内科で行っている検査日程 

・腹部エコー：毎日午前 

・上部消化管内視鏡検査：毎日午前 

・下部消化管内視鏡検査・治療内視鏡：毎日午後 

・心エコー：毎日の午前・午後 

・心臓カテーテル検査：火曜の午前・午後 

・甲状腺エコー：火曜の午後 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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 金沢大学附属病院  

 

≪ 消化器内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

消化器疾患は内科疾患の中でも頻度が高く，また腹部症状を訴える患者さんの診察では泌尿器科・婦人

科・整形外科疾患などとの鑑別も重要です。したがって，医師としてこの分野におけるプライマリ・ケア

は必須です。そこで消化器内科の研修では，腹部疾患を診療する際の基本的姿勢，診療の原理・原則を学

んで頂き，さらには初期診療に必要な消化器の検査を含めた診療の基本技術を習得してもらうことを目標

とします。また各消化器疾患の病態の理解から治療法の基本までを修得してもらいます。 

選択科として消化器内科での研修を選択した場合には，プログラムの選択期間に関わらず，研修医の積

極性と習得度に応じて際限なく専門領域に踏み込んで知識と経験を吸収できるカリキュラムを用意してい

ます。 

また，金沢大学消化器内科では国内外をリードする最先端基礎・臨床研究，治験，診療ガイドラインの

作成が日夜行われており，研修の一環として参加し議論に加わることも歓迎されます。ぜひ研修の機会に

いろいろ試して醍醐味を味わってください。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：消化器内科）での一般目標 

内科としての総合的知識の習得とともに，消化器疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

・消化器内科（選択科目）での一般目標 

基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：消化器内科），消化器内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

消化器内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：金子 周一（教授，消化器内科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：水腰 英四郎（准教授，消化器内科副科長） 

③研修指導医責任者：鷹取 元（特任助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 
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研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

必修科目の場合：研修期間内は常に２人の入院患者（新患を含む）を受け持つ。 

選択科目の場合：研修期間内は常に４人の入院患者（新患を含む）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。  

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は研修医の自己

評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：消化器内科），消化器内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

・研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１回：午前９時３０分～午前１２時） 
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・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会 

毎朝午前８時から３０分，新患患者のカンファレンスを行う。 

毎週月曜日午後５時から２時間，入院患者のカンファレンスを行う。 

毎週水曜日午後５時３０分から１時間，入院患者のカルテチェックを行う。 

週にそれぞれ１回，他の内科専門グループ別のものも適宜行われるので，受け持ち症例で関連する

症例はカンファレンスで呈示する。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

 ５．週間スケジュール 

 

 

                               ＊新患カンファレンス 
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≪ 内分泌・代謝内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

◾内分泌・代謝内科では，全人的医療の要として，各臓器分野と連携しながら内科医としての基本的な知

識と技術を全般的に習得し，さらに豊富な症例を経験することで，高い専門性を構築する教育を実践し

ています。 

◾日本糖尿病学会および日本内分泌学会の教育認定施設として専門医研修カリキュラムに準拠し，両学会

の専門医を取得することが可能です。 

◾毎朝の新入院患者検討会，入院患者の問題解決型回診，患者さんも交えたチーム医療回診，最新の論文

を取り上げて議論するジャーナルクラブなどの独自研修システムを組み合わせて，内分泌・代謝内科診

療を専門とする優れた医師を養成しています。 

◾将来，地域の公立病院での勤務あるいは開業を希望する医師には，内分泌・代謝内科の診断・治療技術

を学ぶことで全人的な医療を自然と習得してもらいます。 

◾臨床研修と並行して，関連分野での臨床研究，学会・論文発表の場を提供するとともに，医師主導型臨

床試験および北陸三県関連病院と連携した多施設共同研究に接する場も用意しています。学会でのプレ

ゼンテーションや科学論文作成を個別に指導することで，将来，大学病院や地域の基幹病院で臨床と研

究のリーダーを目指すために必要なスキルと学術業績を積み重ねることも可能です。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：内分泌・代謝内科）での一般目標 

 内科としての総合的知識の習得とともに，内分泌代謝疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

・内分泌・代謝内科（選択科目）での一般目標 

総合内科医として優しい心で全人的医療を実践する能力を涵養しつつ，内分泌・代謝疾患に関する専門

的な知識・技能を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：内分泌・代謝内科），内分泌・代謝内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

内分泌・代謝内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括し

ての責任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開

催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：篁 俊成（教授，診療科長） 

②研修指導医責任者：武田仁勇（特任教授），米田 隆（教授） 

③研修カリキュラム作成責任者：米谷充弘 (助教)，島 孝佑（医員） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

   研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

   受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医一人当たりの指導医数 
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   研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

   期間内に５人前後の新患入院患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

   各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な対応について 

   研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

   勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

   毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：内分泌・代謝内科），内分泌・代謝内科（選択科目）での研修方法 

 （１）オリエンテーション 

    ・研修システムについて 

    ・指導体制について 

    ・外来について 

    ・研修カリキュラムについて 

    ・評価表について 

    ・指導医紹介，看護師紹介 

    ・病棟スケジュール紹介 

    ・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

    ・研修医及び学生の教育について 

 （２）病棟研修・回診 

    ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

    ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

    ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

    ・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの

基本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指

導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

    ・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。

「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

    ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

            （選択科目の場合）外来主治医，転院先への申し送りを行う。 

 （３）外来研修（週に１～２回：午前９時～午前１２時） 
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    ・新患の医療面接 

    ・外来処置研修 

 （４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

     週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

 （５）学会及び研究会 

     興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

 （６）当直 

     当直医とともに任務に就く。  

 （７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

     研修期間の内，金沢大学関連病院で研修を行うことも可能である。 

 

５．週間スケジュール 

 
 

 月 火 水 木 金 

８ 新患紹介，カンファレンス 

９ 外来研修（新患外来を中心として） 

病棟検査，内分泌負荷検査（下垂体，副腎疾患） 

甲状腺超音波検査，甲状腺穿刺吸引細胞診，人工膵臓など 

１０ 

１１ 

１２  

１３ 

病棟研修 

甲状腺超音波検査 

 

病棟研修 

病棟研修 

病棟研修 

１４ 入院症例 
カンファレンス 

科長回診 
１５ 

１６ 抄読会 
内科合同 

カンファレンス 

１７ 糖尿病クリニカルパス 

ミーティング 
糖尿病チーム回診 

 

１８    

１９ 高血圧症例検討会     
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≪ リウマチ・膠原病内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

 関節リウマチにおける肺，血管病変，全身性エリテマトーデスにおける脳，心，腎，皮膚病変など膠原

病は全身に及ぶ疾患であることが多く，診断がつかない症例のコンサルトを受ける機会も多い。また，当

科は関連病院に腎専門病院を多く擁することから，多数の腎疾患を治療する機会がある。大学病院である

ことから，北陸でもトップレベルの症例数，および多彩な疾患を治療している。こういった患者を総合的

に診断，治療していくことで，総合内科医としての素養が身につくことが期待される。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目，リウマチ・膠原病内科）での一般目標 

内科としての総合的知識の習得とともに，リウマチ膠原病，腎疾患に関する基本的な知識・技能を習得

する。 

・リウマチ・膠原病内科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目，リウマチ・膠原病内科），リウマチ・膠原病内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

   ①研修総括責任者：教授 

   ②研修カリキュラム作成責任者：川野 充弘（リウマチ・膠原病内科長，講師） 

   ③研修指導医責任者：川野 充弘（リウマチ・膠原病内科長，講師） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

   研修医は指導医とともに主治医グループを形成し，主治医の一人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

   受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医一人当たりの指導医数 

   研修医 1名につき 2名の指導医が指導に当たる。 

（５）担当患者予定数 

   2ヶ月の研修期間内に 20人前後の入院患者（うち新患 15人前後） 

（６）達成度のチェック方法などについて 

   毎週のカンファレンスにて，達成度を評価する。 

（７）総合的な対応について 

   研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

   指導医はいかなる時も研修医の連絡がとれる状態となっている。指導医の監督の下に研修医が診療
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にあたる。 

（９）その他 

   毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，研修医のメンタルヘルスに配慮し，かつ柔

軟に研修指導方法を調整することができる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目，リウマチ・膠原病内科），リウマチ・膠原病内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・1 年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療 

・カルテの記載，指導医のチェック 

・入院翌日の総合内科カンファレンスでの症例提示，総回診（週 1 回）やグループ回診における受

け持ち患者についての提示。 

・グループ回診ではリウマチ指導医より問診方法，身体所見の取り方，治療方針について学ぶ。 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，血液培養などの基本的検査や

手技は，自ら主体的に行う。透析カテーテル留置，腎生検，唾液腺生検など侵襲を伴う検査手技

あるいは専門的検査手技は，指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修 

・新患入院患者の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ 1回。専門グループ別のものも適時行われる。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

関連病院である石川県立中央病院，福井県立病院，済生会金沢病院，JCHO 金沢病院などで半年から

1年の単位で研修を行う。診断および治療に難渋する症例については，金沢大学リウマチ・膠原病内

科と協力して，深く掘り下げた治療を目指す。 
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５．週間スケジュール 

 

・内科（必修科目，リウマチ・膠原病内科）での週間スケジュール 

 
月 火 水 木 金 

8：00～ 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 

9：00～ 透析業務 外来初診補助 透析業務 
 

外来初診補助 

午  前 病棟業務 
 

病棟業務 病棟業務 
 

13：00～ 透析業務 
 

透析業務 
 

透析業務 

午  後 病棟業務 科長回診 病棟業務 

16：30～ 
 

症例・腎病理 

カンファレンス 

 

内科全体 

カンファレンス  

夕  方 
  

抄読会・リサーチ

カンファレンス  

 

・リウマチ・膠原病内科（選択科目）での週間スケジュール 

主に入院患者を中心に担当するが，上級医のサポートの下で，膠原病，腎専門外来を週１コマ程度，透

析患者の回診を週２コマ程度担当しながら専門医としての素養を得る。 
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≪ 呼吸器内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

 呼吸器内科が担当する領域は，感染症（慢性気道感染症，肺炎，抗酸菌症，胸膜炎など），アレルギー・

免疫疾患（気管支喘息，アトピー咳嗽，間質性肺炎など），腫瘍（肺癌など），肺循環障害（肺血栓塞栓症

など），異常呼吸（睡眠時無呼吸症候群など）と非常に多彩である。これらの疾患による急性呼吸不全や慢

性呼吸不全の病態把握と管理，さらに栄養，電解質，ADL などの全身管理が重要であり，全ての診療の基本

となる領域である。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：呼吸器内科）での一般目標 

 内科としての総合的知識の習得とともに，呼吸器疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

・呼吸器内科（選択科目）での一般目標 

 基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：呼吸器内科），呼吸器内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

 呼吸器内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しすべて

の責任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催

する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：中尾 眞二（教授） 

②研修カリキュラム作成責任者：笠原 寿郎（准教授，呼吸器内科長） 

③研修指導医責任者：曽根 崇（特任准教授） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

   研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

   受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

   研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

   期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

   各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じて研修医の

研修スケジュールを調節し，到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

   研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自
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己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

   勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

   毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：呼吸器内科），呼吸器内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，ナースセンター，救急カート，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・新入院患者紹介（入院時），総回診（週１回）および症例検討会（週１回）における受け持ち患者に

ついての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，経皮酸素飽和度，喀痰採取，血

液培養などの基本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手

技は，指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶこ

と」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーを速やかに作成して指導医とともに完成

させ，研修カリキュラム作成責任者の検閲を受ける。 

（３）外来研修（週に２回：午前９時～午前１２時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス 

呼吸器内科全体で週１回，さらに専門グループ別で週１回行われる。 

（５）学会及び研究会 

教育的症例あるいは興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報

告する。 

（６）当直 
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当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

   研修期間の内，関連病院である石川県立中央病院，金沢市立病院などで研修を行うことができる。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

 9：00～12：00 13：00～17：00 17：00～19：00（20：00） 

月 病棟・外来 
気管支鏡検査 

16：00～ 臨床カンファレンス 
臨床カンファレンス 

火 病棟・外来 病棟（呼吸機能検査） （間質性肺炎カンファレンス） 

水 病棟・外来 気管支鏡検査 （病棟カンファレンス） 

木 病棟・外来 
回診 

内科合同カンファレンス 
 

金 病棟・外来 病棟（呼吸機能検査） （多職種カンファレンス） 
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≪ 循環器内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

基本的かつ高度な循環器検査・治療の補助・施行を行うことができます。また，一般病院で診療する機

会が少ない重症冠動脈疾患や末期心不全，重症不整脈などの診療能力を身に着けてもらいます。北陸ハー

トセンターカンファレンスで，内科・外科の垣根を越えた高度なディスカッションに主治医の一人として

参加して頂きます。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：循環器内科）での一般目標 

内科としての総合的知識の習得とともに，循環器疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

患者の社会的背景を理解し，医師にふさわしい人間性を養う。 

チーム医療の中で，自分の役割を理解し，協調性を持った行動ができる。 

・循環器内科（選択科目）での一般目標 

基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加え，将来の循環器内科研修のためのために必要な知

識，技能，態度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：循環器内科），循環器内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

循環器内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者： （教授，循環器内科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：川尻 剛照（准教授） 

③研修指導医責任者：高村 雅之（講師），坂田 憲治（講師） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

 受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき１~２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提
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出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：循環器内科），循環器内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基本

的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指

導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

  ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時～１２時） 

  ・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

   週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

   興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

   本人の希望がある場合，当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

 研修期間の内，関連病院である金沢循環器病院，金沢医療センターなどで研修が可能である。  
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５．週間スケジュール 

 

 

 午 前 午 後 

月 病棟診療 病棟診療 

火 病棟診療（心臓カテーテル検査） 心臓カテーテル検査（病棟診療） 

水 病棟診療（心臓カテーテル検査） 病棟診療（心臓カテーテル検査） 

木 病棟診療 回診 

金 心臓カテーテル検査（病棟診療） 心臓カテーテル検査（病棟診療） 
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≪ 腎臓内科（血液浄化療法部）初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 
 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

腎臓内科では腎臓病, 血液浄化療法ならびに腎臓と関連が深い諸疾患に対して包括的かつ全人的医療を

目指して日々の診療にあたっている。 

具体的には，腎炎・ネフローゼ症候群，慢性ならびに急性腎不全，高血圧と水電解質異常・酸塩基平衡，

腎移植管理などが腎臓内科で取り扱う主な疾患である。さらに慢性腎臓病と関連が深い高血圧症, 糖尿病, 

膠原病ならびに腎移植例に対して, 各診療科ならびに関連部署と連携し, 最新のエビデンスに基づき専門

性の高い安全なチーム診療を行う。これら疾患に対して主治医として, そして医療チームの一員として全般

的に研修することが可能である。 

さらに，腎臓内科では血液浄化療法も重要な分野である。血液浄化療法部を中心に血液透析，血液濾過

透析，持続血液濾過透析，血漿交換，血漿分離吸着（二重膜濾過法，免疫吸着法，LDL 吸着法），白血球・

リンパ球吸着法，腹水濃縮再注入あるいは CAPD療法などの血液浄化療法を幅広く研修することが可能であ

る。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：腎臓内科）での一般目標 

 内科としての総合的知識の習得と共に，腎臓病に関する基本的な知識•技能を習得する。 

・腎臓内科（選択科目）での一般目標 

 基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能およ

び態度を習得する。  

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：腎臓内科），腎臓内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

腎臓内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修カリキュラム作成責任者が負う。指導医と研修医との具体的な調整は研修指導医責任者が負

う。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を負う。 

①研修統括責任者：和田隆志 腎臓内科長（腎臓内科学教授） 

②研修カリキュラム作成責任者： 古市賢吾 血液浄化療法部部長（准教授） 

③研修指導医責任者：坂井宣彦 血液浄化療法部副部長（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医を担い，患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行する。 

（４）研修医一人当たりの指導医数 

原則研修医１人あたり１人の指導医が付く。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者を受け持つ。 
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（６）達成度のチェック方法などについて 

指導医および研修指導医責任者が研修医の到達程度を評価し，必要に応じて研修医の研修スケジュ

ールを調節し，到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な対応について 

研修医は，自己評価および必須のレポートを提出する。指導医は研修医の自己評価，レポートを確

認し，評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間内は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間および休日は当直医が対応し，必要

に応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医と共に対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通して，メンタルヘルスケアや研修指導方法への

意見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：腎臓内科），腎臓内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

研修開始時に研修指導責任者より，業務内容やスケジュールについてオリエンテーションを受ける。 

（２）病棟研修•回診 

病棟診療は，指導医が毎日ラウンドを行い，研修医とともに受け持ち患者の把握を行っている。 

受け持ち患者の診療，カルテの記載を行う。 

検査手技，検査計画に関しては指導医から直接指導を受ける。 

木曜日には午後の科長回診を受ける。 

（３）外来研修 

外来診療では，月・水・木の新患を中心に研修医の指導を行う。  

外来での病歴聴取や外来処置の研修を受ける。 

（４）カンファレンス 

毎週月曜日，木曜日，金曜日にチーム医療の医療スタッフも含め合同で入院，外来透析患者のカン

ファレンスを実施する。 

木曜日には内科合同カンファレンスを行っている。 

随時，腎移植合同カンファンレスを行っている。 

月１回膠原病カンファレンスを行っている。 

（５）学会および研究会 

興味ある症例の担当となった場合には指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 
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５．週間スケジュール 

 
 

 

  

     時 間 

曜 日 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

月 

朝
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

透 

析 

初診外来 

 
透 

析 

病棟業務           症例検討 

火 外来・病棟 病棟業務 

水 専門外来  腎生検  

木 初診外来 科長回診 
全体 

回診 

合同カンファ

レンス 

症例 

検討 

金 外来・病棟 病棟業務           症例検討 
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≪ 血液内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

《診療科の概説・特徴》 

 入院の多くは造血器腫瘍，重症の造血不全や凝固異常の患者さんであるが，希少な血液疾患の紹介も多

く，多種多様な血液疾患を診療する機会がある。血液内科は進歩がめざましい分野であるため，最新かつ

最善の診断方法や治療法を常に導入し，開発している。また，当科は本邦で初めて骨髄移植を成功させた

施設であり，現在も臍帯血移植や HLA半合致移植を含めた造血幹細胞移植を数多く行っている。  

《研修の特徴》 

 血液疾患の患者さんは，原疾患や合併症のため全身の臓器障害が頻繁に生じる。そのため血液疾患の診

療には各臓器の障害を正確に診断・評価し，適切に対応する能力が求められる。血液内科で研修を行なえ

ば血液疾患だけでなく一般内科医として必要な知識や技能を習得することができる。 

また，他臓器の専門家との診療連携を経験することができる。 

 造血幹細胞移植療法は，医師，看護師，検査技師など，他職種によるチーム医療であるため，他職種と

の連携を常に行っている。また，がん薬物療法専門医取得に必要な大量化学療法の行い方，感染症の対処

法，免疫抑制療法などについて学ぶことができる。 

 その他に，末梢血液像・骨髄像の観察法，輸血の仕方，血栓止血の考え方についても学ぶことができる。

また，血液疾患では予後不良の患者さんが多いため，患者さんやご家族の方への病状説明やコミュニケー

ションの取り方，精神的ケア，緩和医療など，がん診療で求められる医師としてのトータルケアを体得す

ることができる。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：血液内科）での一般目標 

 血液疾患の診療を通して，医師として必要な考え方，知識，技能，態度を習得する。 

・血液内科（選択科目）での一般目標 

血液・骨髄標本の観察法，がん化学療法の基本，感染症の診断と治療，輸血療法，血栓止血，造血幹細

胞移植についての専門知識，技能を習得し，血液疾患の診療を体系的に経験する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：血液内科），血液内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

血液内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修指導医責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催

する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

① 研修総括責任者：中尾 眞二（教授，血液内科長） 

② 研修カリキュラム作成責任者：近藤 恭夫（講師） 

③ 研修指導医責任者：細川 晃平（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の 1 人として患者を受け持つ。 
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（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医 1人当たりの指導医数 

研修医 1名につき 2名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に 5人前後の入院患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。指導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し評価を行う。また研修医は，と指導医の

指導内容について評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

指導医あるいは研修指導責任者は研修医との対話を通してメンタルヘルスケアを行い，研修指導方

法に対する研修医の意見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：血液内科），血液内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（一般病室，無菌室，検査機器，物品，その他） 

・研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とよく議論した上で記載する。 

・総回診（週 1回）や毎日のグループ回診において受け持ち患者の経過と問題点を説明する。 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の

指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに 1年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 
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・退院サマリー：患者の退院に際しては，紹介医への報告書とサマリーを必ず作成する。 

（３）外来研修（週に 1～2回：午前 9時 30分～午後 1時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

・代表的な血液疾患についてプライマリーケアを習得する。 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ 1 回。血液内科内の専門グループ（血液腫瘍・移植グループ，血栓止血グループ）別

のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

研修期間の内，本人の希望により関連病院である石川県立中央病院，恵寿総合病院，富山県立中央

病院等にて研修が可能である。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

 月 火 水 木 金 

午前 

   8:20〜 

医局会・新患紹介 

 

   12:00〜 

医局会 

 

午後 

   13:00〜 

血液カンファレンス 

 

   15:00〜 

教授回診 

 

   16:30〜 

内科合同カンファレンス 

 

17:00〜 

血栓・止血カンファレンス 

17:30〜 

標本カンファレンス 

 17:15〜 (第 1,第 2) 

医局カンファレンス 

 

18:00〜 

研修医カンファレンス 

18:00〜 

抄読会 
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≪ 脳神経内科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

高齢化社会を迎え，脳血管障害，認知症，さまざまな神経難病に悩む患者さんの数は増加しつつあり，

神経疾患の基礎知識や診療のニーズは高まっている。さらに，頭痛やしびれ，めまいなど日常診察で頻繁

に遭遇する訴えに対する考え方や脳血管障害急性期，意識障害，てんかん，髄膜炎や脳炎などの急性期疾

患の診断と治療，免疫，遺伝，代謝異常や内科的疾患に関連した神経疾患など初期研修で学んでおくべき

ことは多くある。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：脳神経内科）での一般目標 

頻度の多い病気に対する知識や対処方法，急性期神経疾患への対応，神経学的診察の基本と総合的知識

の習得，脳神経内科疾患に関する基本的な知識・治療法を習得する。 

・脳神経内科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来医師として自立していくために必要な脳

神経内科のより専門的知識，技能，態度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：脳神経内科），脳神経内科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

脳神経内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，基本的に毎朝，指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開

催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：山田 正仁（教授，脳神経内科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：坂井 健二（助教，医局長） 

③研修指導医責任者：岩佐 和夫（准教授），浜口 毅（講師，外来医長）， 

坂井 健二（助教，医局長），篠原 もえ子（助教）， 

野崎 一朗（助教，病棟医長），赤木 明生（特任助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医責任者，指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持

つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

必修科目の場合：３人前後の入院患者及び，随時新患も受け持つ。期間内１ヶ月あたり４－５人前

後の患者を受け持つ。 

選択科目の場合：３－４人前後の入院患者の主治医となる。随時新患も受け持ち，期間内１ヶ月あ
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たり５－６人前後の患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，指導医の評価を受ける。さらに，自己評価及

び必須のレポートを提出する。指導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：脳神経内科），脳神経内科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて記載。記載内容は指導医のチェックを必ず

受ける。 

・教授回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，各種検体の培養などの基本的検査や手技は，

自ら主体的に行う。侵襲を伴う髄液検査や専門的検査手技（神経生理学的検査など）は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・将来指導医として自立するための教育方針に則り，指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。

「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を退院後 1 週間以内に必ず終了

させる。 

（３）外来研修（週に２回：午前９時～午後１時） 

・新患の医療面接，診察手技見学，診療助手 

・外来処置研修 
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（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会など 

週に１回（毎週火曜日午前８時から）症例検討会・カンファレンス・生検カンファレンス，抄読会

が行われる。担当となった患者のカンファレンスの発表や院内カンファレンスでの発表を行う。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

曜 日 月 火 水 木 金 

スケジュール 

グループ回診 

外来研修 

病棟研修 

症例検討会 

教授回診 

勉強会 

病棟研修 

グループ回診 

病棟研修 

グループ回診 

外来研修 

病棟研修 

グループ回診 

病棟研修 

病棟医カンファレンス 

・毎月第３月曜 臨床神経セミナー 

・国立病院機構医王病院 臨床研究部と連携して，月に一度程度神経疾患のブレインカッティング，また

は CPCを行っている。 
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金沢医科大学病院  

診療科名 循環器内科 

研修責任者名 梶波康二 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 循環器分野における疾患の診断と治療を適切に行い、慢性疾患と 急

性疾患の両者に対応できる幅広い診療能力を身につける。 

A-1～4、B-2、C-2～3 

2. 患者医師関係の構築と維持に関する能力を身に付ける。 A-1～4、B-1～9、C-2～3 

3. 他職種との協働しつつ診療を遂行する能力を身に付ける。 A-1～4、B-1～9、C-2～3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示（グループカンファ、科長廻診） 

5. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

III 経験できる症候、疾患、検査手技 

症候：ショック、胸痛、動悸、呼吸困難、失神、浮腫、高血圧、低血圧、徐脈、頻脈、不整脈 

疾患：急性冠症候群、陳急性心筋梗塞、慢性冠症候群、心不全（急性・慢性）、心源性ショック、房室

ブロック、洞機能不全、心室性期外収縮、上室性期外収縮、心房粗動、心房細動（慢性、持続性、発作

性）、心室頻拍、発作性上室性頻拍、特発性心筋症（肥大型、拡張型）、炎症性心筋症、大動脈弁疾患、

僧帽弁疾患、成人先天性心疾患、深部静脈血栓症、肺梗塞、肺高血圧症、急性大動脈解離、大動脈瘤（胸

部、腹部）、閉塞性動脈硬化症（下肢、他）、バージャー病 

手技：循環器系身体診察（病歴聴取、視診、触診、聴診、打診）、心電図検査、心エコー検査（体表面、

経食道）、心血管カテーテル検査（スワンガンツカテーテル、冠動脈造影、左室造影、動脈造影、電気

生理学的検査）、一時的体外ペーシング挿入術、ペースメーカー移植術、血管エコー検査（動脈、静脈） 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 
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月曜：AM-PM 病棟診療／カテーテル検査・治療、 

夕 医局連絡会・グループカンファ・PCI カンファ 

火曜：AM-PM 病棟診療／カテーテル検査・治療、夕 アンギオ検討会・抄読会 

水曜：AM 医局カンファ・科長廻診、PM 病棟診療／カテーテル検査・治療、デバイス移植 

木曜：AM-PM 病棟診療／カテーテル検査・治療 

金曜：AM-PM 病棟診療／カテーテル検査・治療、デバイス移植 

土曜：AM 病棟診療 

日曜：当番時は日直診療 

 

上記以外に指導医の当直スケジュールに合わせて時間外診療にも積極的に参加する 



- 63 - 

 

 

 

診療科名 呼吸器内科 

研修責任者名 水野史朗 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 呼吸器分野における疾患の診断と治療を適切に行い、急性疾患と慢

性疾患ともに対応できる幅広い診療能力を身につける。 

C-3、B-1 

2. 肺炎、気管支喘息、COPD の診断および治療が行える。 B-2、B-3、C-2、C-3 

3. 肺癌について、診断および治療が行える。緩和ケアチームとともに

チーム医療が実践できる。 

B-2、B-3、B-4、B-5 

4. 転院調整など、他院との病診連携についても理解し実践できる。 B-7、C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示，毎週火曜日 15：00～ 

5. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

肺癌、肺炎、急性上気道炎、気管支喘息、COPD 

気道確保、気管挿管、人工呼吸、採血法、注射法、穿刺（胸腔）、ドレーンチューブ類の管理 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッションを 

通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 
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Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 内視鏡検討

会 

気管支鏡検

査 

 内視鏡検討

会 

気管支鏡検

査 

 

午後  病棟回診、

症例検討会 

    

17：00～  グループ症

例検討会 

グループ症

例検討会 
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診療科名 消化器内科 

研修責任者名 大塚俊美、林蘭仁、堀田友映、太田雅文 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 消化器疾患の診断、治療を行い、急性・慢性疾患に対応できる幅広

い能力を身につける 

B-1、C-3 

2. 腹痛の診察、鑑別診断を行える B-1、B-2 

3. 吐下血の診察、鑑別診断を行える B-1、B-2 

4. 緊急処置を必要（輸血、特殊処置が必要）とする疾患に対応できる B-2、C-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診察に参加する 

2. 入院患者の担当医として、患者を受け持つ（病歴聴取、身体診察） 

3. 科の頻度の高い症状の患者を診察し、鑑別診断できるよう検査計画（必要な検査計画、検査結果

の分析）を立案し、カルテを記載 

4. 医局カンファレンスで、入院担当患者の症例提示を行う 

5. 担当患者の治療計画を立てる（補液（輸血含む）、薬物治療、必要な処置） 

6. 学会で症例報告を行う 

7. 他職種合同（病理など）のカンファレンスに参加する 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

腹痛、排便障害、嘔気・嘔吐、吐下血 

急性胃腸炎、消化性潰瘍、便秘 

採血方法、内視鏡検査 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の症例提示（プレゼンテーション、話し合い）を行い、患者、同・他職種と接する態度、

疾患知識を評価 

Ⅴ.スケジュール 
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①毎週８時２０分から医局カンファレンス、新患・問題症例の提示、病棟回診 

②毎週月曜 17 時から医局カンファレンス、新患・問題症例の提示、内視鏡カンファレンス。 

③月２回、第２，４週水曜 17 時 30 分から内科・外科合同カンファレンス 

④平日は基本、内視鏡検査の研修 

⑤毎週月または水曜に内視鏡治療の研修 

⑥夏期休暇、就労規則に沿った週末休暇 
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診療科名 肝胆膵内科学 

研修責任者名 土島 睦 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 医師としての基本的態度や心構えで患者に接することができる。 A-3、B-3、B-4 

2. 積極的に行動し、熱意をもって診療を行うことができる。 A-4 

3. 消化器疾患において緊急を要する疾患かどうかの判断ができる。 B-1、B-2、C-3 

4. 肝機能障害における原因と治療法を考えることができる。 B-1、B-2 

5. カンファレンスや学会での発表ができる。 B-8 

6. 各種特殊処置の介助ができる。 B-5、C-2、C-3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ。 

2. 救急患者に対して指導医とともに診察し、鑑別診断を行い、病歴要約を記載する。 

3. 前日入院となった新患患者の症例提示を翌朝のカンファレンスで行う。 

4. 学会や研究会に参加し、可能であれば発表をする。 

5. 様々の処置を見学または介助を行う。 

6. 頻度の多い消化器疾患の診療をする。 

7. 担当患者の病態に関して文献的考察を行う。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

経験できる症候：ショック、体重減少・るい痩、黄疸、発熱、吐血、下血・血便、嘔気・嘔吐、 

腹痛、便通異常（下痢・便秘）、終末期の症候 

経験できる疾患・病態：急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎、肝硬変、胆石症、大腸癌、 

経験できる検査・手技：気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、圧迫止血法、採血法、注射法、腹腔穿刺、 

導尿法、ドレーン・チューブ類の管理、胃管挿入と管理、局所麻酔法、気管挿管、動脈血ガス分析、 

腹部超音波検査、内視鏡検査 

Ⅳ.評価 

 EPOCによる評価 
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 担当患者のプレゼンテーションを通して、疾患に対する知識や治療内容を評価する。 

 病棟での患者対応などを通して、コミュニケーション能力を評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

  月 火 水 木 金 土 

午前 8：30 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 

 病棟での患者対応・諸検査見学又は介助 

午後  病棟での患者対応・諸検査見学又は介助  

16：00   病棟回診    

17：00 症例検討会 症例検討会 症例検討会 症例検討会 症例検討会  

17：30  放射線画像

カンファレン

ス 

消化器合同

カンファレン

ス（各週） 
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診療科名 腎臓内科 

研修責任者名 横山 仁 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 腎臓分野における疾患の診断と治療を適切に行い、慢性疾患と急性疾

患の両者に対応できる幅広い診療能力を身につける。 

C-3、C-2、B-1、 

2. 検尿・血液生化学および腎生検の検査結果を解釈し、腎炎・腎不全等

の病態に即した生活指導および薬物療法を行える。 

B-1、B-2 

3. 上級医の指導のもとに腎不全時の一時的カテーテル留置（局所麻酔・

中心静脈留置）に関し習熟し、その管理（創部消毒・ガーゼ交換等）

が可能になる。 

A-2、B-1 

4. 上級医の指導のもとに腎不全における腎代替療法（血液透析、腹膜透

析、腎移植）の適用および内科的管理を理解する。 

A-2、A-3、B-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患および入院患者に対し研修医による症例提示，毎週水曜日 17：30～・金曜日 14：00～． 

5. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

6. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

症候：ショック、発熱、心停止、呼吸困難、嘔気・嘔吐、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、腰・背部痛、

関節痛、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、終末期の症候 

疾病・病態：急性および慢性腎不全，腎炎症候群，ネフローゼ症候群，血管炎症候群、高血圧、肺炎、

急性上気道炎、腎盂腎炎、尿路結石、糖尿病、脂質異常症 

臨床手技 ：①気道確保、②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む。）、③胸骨圧迫、

④圧迫止血法、⑥採血法（静脈血、動脈血）、⑦注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静

脈確保）、⑨穿刺法（胸腔、腹腔）、⑩導尿法、⑪ドレーン・チューブ類の管理、⑫胃管の挿入と管理、

⑬局所麻酔法、⑭創部消毒とガーゼ交換、⑱気管挿管、⑲除細動 

検査手技 ：動脈血ガス分析（動脈採血を含む）、心電図の記録、超音波検査等 
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Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 病棟診療 

透析診療* 

病棟診療 

透析診療 *

腎生検 

病棟・外来

診察 

透析診療* 

病棟診療 

透析診療* 

抄読会 

病棟・外来

診察 

透析診療* 

病棟診療 

透析診療* 

午後 病棟診療 

透析診療* 

病棟診療 

透析カンフ

ァ レ ン ス

（隔週） 

病棟診療 

透析診療* 

病棟診療 

 

病棟診療 

多種職カン

フ ァ レ ン

ス・回診 

日直** 

17：00～ 当直** リサーチミ

ーティング 

当直** 

新患・組織

カンファレ

ンス 

当直** 

当直** 当直** 当直** 

外来（教授診察日：水・金）、病棟（毎日）、透析診療*（指導医の血液浄化センター担当日）、 

救急対応・ハートセンター・日当直**(適宜：指導医担当時)、 

カンファレンス（火：透析カンファレンス（隔週）、リサーチミーティング、水：新患・腎組織カンフ

ァレンス、金：多種職カンファレンス・教授回診） 
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診療科名 内分泌代謝科 

研修責任者名 古家大祐、中川淳、北田宗弘、小西一典 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 糖尿病の診断・病型および病態判定・合併症評価・管理方針の決定・

食事療法・運動療法・急性期の血糖管理・チーム医療の実践 

A-2、A-3、B2-5、C2、C3 

2. 高血圧・脂質管理など common disease の対応 A-2、A-3、B2-5、C2、C3 

3. 内分泌疾患による２次性糖尿病・２次性高血圧など，稀な疾患を診断 A-2、A-3、B2-5、C2、C3 

4. 糖尿病ケトアシドーシスなど，急性合併症に対する経験 A-2、A-3、B2-5、C1、C2、

C3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院を受け持つ 

2. 上級指導医と当直して救急外来を経験する 

3. 回診時の受け持ち患者の症例提示、毎週月曜午後 2-3 時 

4. 新患受け持ち患者の症例提示、毎週月曜日午後 5 時-7 時 

5. 受け持ち患者の退院報告、毎週月曜日午後 5 時-7 時 

6. 学会、研究会での受け持ち患者の症例報告 

7. 担当患者の疾患に対する診断・治療のアップデートをおこなう（UpDate 検索） 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

糖尿病（１型，２型ともに新規治療開始・慢性合併症管理・感染症なども含めた急性合併症の治療とそ

の際の血糖コントロール；2 次性糖尿病例も豊富）、糖負荷試験、グルカゴン負荷試験、持続血糖モニ

タリング 

高血圧症（特に糖尿病腎症合併高血圧の管理・２次性高血圧鑑別）24 時間血圧測定、フロセミド立位

負荷試験 

内分泌疾患（特に下垂体疾患が豊富；他，副腎・甲状腺・副甲状腺疾患、電解質異常）、下垂体前葉機

能試験（GRH負荷試験、TRH負荷試験、LHRH負荷試験、CRH負荷試験）、ブロモクリプチン試験、インス

リン低血糖試験 
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Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 医師としてあるべき基本姿勢として責任感と良好なコミュニケーション能力（患者さん・御家族に

対して，医師間・スタッフ間で）に加えて，何にでも興味を持って，自分から症例を求めていく積

極性を評価します。 

Ⅴ.スケジュール 

全体で行うものとしては以下があります； 

  毎週月曜日 8:20～抄読会，14:00～教授回診，17:00～入退院報告・症例検討，研究報告 

その他、 

入院患者を対象として指導医⇒上級医⇒研修医の屋根瓦方式で行います。 

指導医１人当たり平均受け持ち患者数  （月平均約      ８     人） 

最大受け入れ研修医人数（月あたり            ４   人） 
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診療科名 血液リウマチ膠原病科 

研修責任者名 正木康史 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 血液内科およびリウマチ膠原病内科における疾患の診断と治療を適

切に行い、慢性疾患と 急性疾患の両者に対応できる幅広い診療能力

を身につける。 

A-1, B-2, C-1-3 

2. 正確な診療録作成および的確なプレゼンテーションの仕方を身につ

ける。 

B-2 

3. 検査結果の理解と、そこから問題点を挙げ、診断および治療の計画を

立案できる能力を身につける。 

A-4, B-2/8, C-1-3 

4. 末梢静脈路確保、CV ポート穿刺、骨髄穿刺生検、中心静脈路確保な

どの手技を身につける。 

A-4, B-3, C-1-3 

5. 末梢血および骨髄の塗抹標本、リンパ節などの病理標本の見方を理解

する。 

B-2/8 

6. リウマチ性疾患、膠原病の診察法を習得する。 A-1, B-3, C-1/2 

7. 抗がん剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤などの薬物の効果

と有害事象を理解し、使い方を習得する。 

A-1, B-2/3/8, C-1-3 

8. 悪性疾患などに対するインフォームドコンセントの仕方（悪いニュー

スの伝え方）を身につける。 

A-3, B-4, C-1/2 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示，毎週木曜日 8：30～． 

5. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

各種貧血、急性白血病（骨髄性、リンパ性）、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群 

再生不良性貧血、播種性血管内凝固、免疫性血小板減少症、血栓性血小板減少性紫斑病、血友病 

全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、強皮症、皮膚筋炎・多発性筋炎、シェーグレン症候群 

血管炎症候群、ベーチェット病、血清反応陰性脊椎関節炎、IgG4 関連疾患、Castleman 病 

不明熱・出血性疾患・関節痛・リンパ節腫脹などの鑑別 

 

末梢静脈路確保、動脈血ガス、尿道バルーン留置、骨髄穿刺・生検、CV ポート穿刺、中心静脈路確保、 

 

口唇小唾液腺生検。輸液管理、輸血療法、造血幹細胞採取・造血幹細胞移植 

 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

月曜日 9:00-10:00; 医局会   

木曜日 8:30-12:00; 医局会・症例検討、文献紹介  

   13:30-教授回診 

   17:00-腫瘍内科、腎臓内科、呼吸器内科、中央検査部との症例検討会・勉強会 

その他は終日病棟・外来業務 
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診療科名 脳神経内科 

研修責任者名 松井 真 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 患者の背景と該当する神経疾患を想定しながら、臨機応変に病歴聴取

ができる。 

A-3、B-2、B-4、C-1、C-2、

C-3 

2. 系統的な神経学的診察とともに内科一般の診察を行うことができる。 B-3、C-2、C-3 

3. 病歴聴取と神経学的診察の結果を総合し、臨床的診断に至ることがで

きる。 

A-4、B-2、B-3、B-8 

4. 臨床的診断に基づいて鑑別診断を考慮した無理のない検査計画を立

てることができる。 

A-2、A-3、B-1、B-2、B-3、

B-4、B-5、B-6、C-2 

5. 神経疾患の診断に必要な画像検査や神経生理検査において、臨床症状

と関連させながら判読し、病態を考察することができる。 

A-4、B-2、B-3、B-8、C-2 

6. 腰椎穿刺の適応と禁忌を理解し、安全で適切な手技を行うことができ

る。 

A-4、B-3、B-5、B-6、C-2、

C-3 

7. 確定診断を下した後に、リハビリテーションを含めた治療計画を立

て、患者のみならずメディカルスタッフに説明することができる。 

A-2、A-3、B-1、B-2、B-3、

B-4、B-5、B-6、C-2 

8. 治療開始後の臨床経過と検査結果等の評価、治療の変更や追加の必要

性について、適宜患者と家族、メディカルスタッフに説明できる。 

A-2、A-3、B-1、B-2、B-3、

B-4、B-5、B-6、B-8、C-2 

9. 多職種カンファレンス等で協力して退院後の生活指針を確立し、患者

と家族への説明、必要書類や紹介状の作成を行うことができる。 

A-1、A-2、A-3、B-1、B-3、

B-4、B-5、B-7、C-4 

10. 経験した症例に関連する文献を検索し、内容を回診や教室で紹介する

ことができる。症例を学会の地方会等で発表することができる。 

A-1、A-4、B-8、B-9 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 指導医と共に、外来や救急医療に参加する。病棟担当医として入院患者を受け持つ。 

2. 指導医と共に救急医療に参加する。病棟担当医として入院患者を診察し電子カルテに記入する。 

3. 病歴聴取と神経学的診察の結果を照合し、適宜専門書を参照しながら電子カルテに当面の病歴要約

を記録する。必ず指導医のチェックを受ける。 

4. 適宜専門書を参照しながら検査計画を立て、指導医の同意を受けた後に電子カルテ上でオーダーす

る。他科診療依頼の場合も同様である。 

5. 放射線専門医の読影を参考にしながらも、自ら解剖図譜等を参照して画像を読影し、指導医の助言

の下、所見を電子カルテに記録する。神経伝導検査・筋電図検査等の施行時には原則として患者に

同行して補助業務に携わるとともに、得られた所見については神経生理検査専門医の指導の下、所

見を電子カルテへ記録する。 

6. 第 1 回目は指導医について介助を行い、第２回目は指導医の厳重な指導の下、メディカルスタッ

フの介助を受けて、実施する。清潔操作のみならず、施行中の髄液の正常について学ぶ。 

7. 指導医の指導の下、回診（毎週火曜日 8:30〜）における診察結果と臨床カンファレンス（毎週火

曜日 8:30〜11:00 および 17:30〜）の内容を踏まえて電子カルテを記録する。患者や家族への説
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明は原則として指導医の監督下で行い、必ずその内容を電子カルテに記録する。必要に応じて担当

のメディカルスタッフ同席の上で説明を行う。 

8. 指導医の指導の下、回診における診察結果と臨床カンファレンスの討議内容を踏まえて方針を修

正・追加し、電子カルテを記録する。患者や家族への説明は原則として指導医の監督下で行い、必

ずその内容を電子カルテに記録する。できるだけ担当メディカルスタッフ同席の上で説明を行う。 

9. 多職種カンファレンスに参加する。必要書類はメディカルソーシャルワーカーの助言・協力を得て

記載し、必ず指導医の監察・署名をうける。地域医療機関への紹介状も同様である。 

10. 担当患者の病態に関する文献的考察を行い、回診や臨床カンファレンスで述べるとともに、意義あ

る症例については学会・研究会などで症例報告を行う。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

［症候］ショック、頭痛、めまい、意識障害・失神、けいれん発作、視力障害、 

運動麻痺・筋力低下、排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

［疾病・病態］脳血管障害、認知症、高血圧、肺炎、糖尿病、脂質異常症、髄膜炎・脳炎、重症

筋無力症、多発性硬化症、頸椎症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、末梢神経障害 

［診察法・検査・手技］神経学的診察法、気道確保、人工呼吸、採血法、注射法、腰椎穿刺、導尿法 

胃管挿入と管理、動脈血分析、心電図記録、直接眼底鏡検査 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療や、回診時のプレゼンテーションや考察、臨床カンファレンスにおける議論の内容

に基づいて、医療に対する態度、プロフェッショナリズムを評価する。 

 担当患者の疾病に対する知識の深化、および関連した手技の向上、患者やメディカルスタッフに対

する態度なども評価の対象とする。 

 学会や研究会での発表は、本人の医師としての技量向上のために行なうものであり、評価の対象と

しない。 
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Ⅴ.スケジュール 

 

  月 火 水 木 金 土 

午前   

病棟カンファ

レンス 

（8:30〜） 

  腰椎穿刺検査   
外来・救急（交

代制） 

午後   

 

病棟回診 

 

    神経生理検査   

17:30

〜 
  

臨床カンファ

レンス・抄読

会 
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診療科名 高齢医学科 

研修責任者名 大黒 正志 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 幅広い高齢者疾患の診断と治療を適切に行い、急性疾患と慢性疾患の

両者に対応できる幅広い診療能力を身につける 

C-3、B-1、 

2. 静脈・動脈採血、中心静脈カテーテル挿入、ＡＳＶや人工呼吸器の管

理など基本的な手技、機械の扱い方を身につける 

B-2、B-3、C-2、C-3 

3. 救急搬送された患者の初期対応から急性期管理、緊急時の対応を身に

つける 

A-4、B-2、B-3、B-6、C-2、

C-3 

4. 急性期病院から慢性期病院への転院までの他職種の関わりを学ぶこ

とができる 

A-1、B-4、B-5 

5. 在宅、施設などへの地域医療の現状を理解し学ぶことができる A-2、B-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法・場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 症例検討会で担当患者のプレゼンを行う 

3. 電子カルテへの病歴、アセスメント、考察などの記載や考え方を学習する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示，毎週水曜日 13：00～． 

5. 他職種カンファレンスに参加する 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

7. 外来診察に参加する 

8. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

9. 救急での救急車対応をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

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

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

常（下痢・便秘）、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・筋力低下、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、

興奮・せん妄、抑うつ 

脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、高血圧、肺癌、肺炎、急性上気道炎、気管支喘息、

慢性閉塞性肺疾患（COPD）、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、胆石症、大腸癌、腎盂腎炎、尿路

結石、腎不全、糖尿病、脂質異常症、うつ病 

気道確保、人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む。）、胸骨圧迫、採血法（静

脈血、動脈血）、注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）、腰椎穿刺、導
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尿法、ドレーン・チューブ類の管理、胃管の挿入と管理、局所麻酔法、気管挿管、除細動 

Ⅳ.評価 

 EPOC を用いて評価する。 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 朝回診 チームカン

ファレンス 

朝回診 チームカン

ファレンス 

朝回診 病棟回診 

午後 病棟回診 

症例検討 

病棟回診 病棟回診 

症例検討 

病棟回診 病棟回診 

症例検討 

 

17：00～   医局会    
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診療科名 総合内科 

研修責任者名 中橋 毅 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 一般外来診療の基本的戦略をみにつける B-2、C-1 

2. 生活習慣病についての診断と治療を適切に行える B-3、C-1 

3. 女性外来についての診断と治療、患者ケアを適切に行える A-3、B-3、C-1 

4. 漢方外来についての診断と治療を適切に行える A-2、B-2、C-1 

5. 各種ガイドラインについて理解し実践できる A-1、B-6、C-1 

6. 個々の患者の疑問について EBM を用いて解決できる A-2、B-6、C-1 

7. 患者中心の医療を実践できる A-1、B-1、C-4 

8. 初診患者について適切に基本情報を整理し診断できる B-3、C-1 

9. 各専門診療科と適切に連携できる B-5、C-1 

10. 病病連携、病診連携、介護施設等との連携が円滑にできる A-1、B-4、C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 生活習慣病外来に参加する 

2. 女性外来に参加する 

3. 漢方外来に参加する 

4. 医局症例カンファレンスに参加する 

5. 学会・研究会などで症例報告を行う。 

6. 上級医と定期的に診断・治療・ケアについて振り返りを行う 

7. 他の医療・介護関連機関のカンファレンスに参加する 

8. ガイドラインや EBM を活用して症例要約を記録する 

9. 栄養指導、運動指導、服薬指導などについてパラメディカルスタッフとカンファレンスを行う 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満症、睡眠時無呼吸症候群、不眠症、 

更年期障害、慢性疲労症候群、フレイル、栄養障害、 

不明熱、慢性疼痛、筋力低下、息切れ、浮腫、 

生活習慣病外来、漢方外来、女性外来 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者についてのカンファレンスでのプレゼンテーション 

 上級医との振り返り 

 多職種による 360 度評価 

 ポートフォリオの作成 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 生活習慣病

外来 

漢方外来 生活習慣病

外来 

女性外来 総合診療 

外来 

 

午後 外来振返り    医局カンフ

ァレンス 

 

17:00～       
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診療科名 消化器内視鏡科 

研修責任者名 伊藤 透 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 消化器領域における疾患の診断と治療を適切に行い、慢性疾患と急性

疾患に対応できる幅広い診療能力を身につける。 

B-2, B-3, C-1, C-2 

2. 内視鏡検査における危険因子や禁忌について理解し、適切な検査・治

療計画をたてることが出来る。 

B-6, C-1, C-3 

3. 上級医の指導のもと、消化器内視鏡の操作法に習熟し基本的な内視鏡

検査を行うことが可能になる。 

B-2, B-3 

4. 上級医の指導のもと、特殊な内視鏡処置・治療の介助を行うことが可

能になる。 

B-4, B-5 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診察に参加する 

2. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 術前症例に対し症例呈示を行う 

5. 学会・研究会で症例報告を行う 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察を行う 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

ショック、貧血、体重減少・るい痩、黄疸、吐血、下血・血便、嘔気・嘔吐、便通異常（下痢・便秘） 

急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、食道癌、大腸癌 

採血法、注射法、胃管の挿入と管理、創部消毒とガーゼ交換 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診察やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションを通じ、診断、治療

など疾患に対する知識や、患者に接する態度などを評価する。 
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Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 

 症例検討会  術前カンファ   

上部内視鏡検査 

外来 内視鏡治療 

上部内視鏡

検査 
緊急対応 

午後 下部内視鏡検査 
下部内視鏡

検査 
 

17：00～    
抄読会・ 

症例検討会 
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診療科名 感染症科 

研修責任者名 飯沼由嗣 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. さまざまな背景を持つ感染症の診断と治療を適切に行い、最適な感染

症治療ができる診療能力を身につける。 

B-2, C-1, C-2 

2. TDM（therapeutic drug monitoring）が必要な薬剤の結果を解釈し、

薬剤部 TDM 室と連携し、適切な薬物治療を行うことができる。 

B-3, B-4, B-5 

3. 広域抗菌薬の適正使用について理解し、AST（抗菌薬適正使用支援チ

ーム）の活動に参加し、適切な薬物治療を行うことができる。 

B-3, B-4, B-5, B-6 

4. 抗菌薬以外の治療（デブリドマン、ドレナージ）を理解し、他診療科

への依頼も含めて、その適応を的確に判断し実践できる。 

B-2, B-3, B-4 

5. ICT（感染対策チーム）活動に参加し、感染防止対策を学び、自身の

診療時にも実践できる。 

B-2, B-4, B-5, B-6 

6. ワクチン接種の意義を理解し、接種対象者に正しく説明でき、適切に

接種を行うことができる 

A-1, B-3, B-4, B-7, C-1, 

C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 感染症科担当医として、主科担当医と良好なコミュニケーションをとり、感染症診療支援を行う 

2. サンフォードガイドや UPTODATE、国内外のガイドラインを通じて、最新の感染症治療を学ぶ 

3. 新患患者に対して、研修医による症例提示（毎週木曜日 13:00〜） 

4. 抗菌薬適正使用セミナー（毎月 1 回、第 2 水曜日、18:00〜）に参加し、AST ミーティング及びラ

ウンドに参加する（毎週月曜日 14:00〜） 

5. ICT 会議に参加する（月 2 回、月曜日、16:30〜） 

6. ICT 院内ラウンドに参加する（毎週水曜日、14:00〜） 

7. 職員対象のワクチン接種を行う 

8. 担当患者の病態に関する文献的考察を行う 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

発熱 

肺炎、急性胃腸炎、腎盂腎炎 

注射法、各種微生物検査（塗抹、培養、同定）、迅速感染症検査（抗原検査等）、血液培養採取、

TDM解析 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 
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 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

 抗菌薬適正使用セミナーへの参加状況と理解度 

Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 オリエンテー

ション(第 1 週) 

症例対応 

ラウンド 

症例対応 

ラウンド 

症例対応 

ラウンド 

症例対応 

ラウンド 

症例対応 

ラウンド 

抄読会 ( 最

終週) 

 

午後 AST カンファ 

(ICT・AST 会議) 

症例対応 

ラウンド 

症例対応 

ICT ラウン

ド 

カンファレ

ンス 

症例対応 

症例対応 

ラウンド 
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石川県立中央病院  

循環器内科 

 

◆ 一般目標 

１  循環器疾患の診断と治療に関する知識、技能、態度を修得する 

２  迅速で正確な初期診療ができる能力を身に付ける 

３  病歴、理学的所見及び検査所見から問題点を整理し、重要な問題点から純に計画的に解決していく

能力を身に付ける 

 

◆ 行動目標 

１ 以下の検査法を修得する 

① Ｘ線診断 

（１） 胸部線単純撮影（心臓４方向） 

② 心電図 

（２） 標準１２誘導心電図 

（３） 運動負荷心電図 

（４） Ｈｏｌｔｅｒ心電図 

③ 心音・心機図 

（５） 心音図 

（６） 薬物負荷心音図 

（７） 心尖拍動図 

（８） 動・静脈波 

④ 心エコー図 

（９） Ｍモード心エコー図 

（１０）断層心エコー図 

（１１）ドプラー心エコー図 

② カテーテル検査 

（１） Ｓｗａｎ－Ｇａｎｚカテーテル検査 

③ 心拍出量 

④ 循環時間 

⑤ 動・静脈圧 

⑥ 心臓核医学検査 

（１） タリウム心筋シンチグラフィ 

⑦ 高血圧検査 

（１） 眼底検査 

（２） 腎盂造影 

（３） レノグラフィ、レノシンチグラフィ 

 

２ 以下の治療法を修得する 

① 一般的事項 
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（１） 薬物動態・血中濃度 

（２） 薬物効果・副作用 

（３） 食事療法 

（４） リハビリテーション・運動療法 

（５） 手術適応 

② 救急処置 

（１） 心肺蘇生術 

（２） 除細動 

（３） 心膜穿刺術 

（４） 一時的心臓ペーシング 

③ 薬物治療 

（１） 強心薬 

（２） 利尿薬 

（３） 抗不整脈薬 

（４） 血管拡張薬 

（５） 降圧薬 

（６） 昇圧薬 

（７） 自立神経薬 

（８） 抗凝血薬・抗血小板薬 

（９） 血栓溶解薬 

（１０）脂質代謝改善薬 

（１１）抗生物質 

 

３ 以下の病態・疾患について理解する 

① 心不全 

（１） 右心不全 

（２） 左心不全 

（３） 両心不全 

② ショック 

（１） 心原性ショック 

（２） 神経原性ショック 

（３） 出血性ショック 

③ 不整脈 

（１） 頻脈性不整脈 

（２） 除脈性不整脈 

（３） 心室内伝導異常 

④ 血圧異常 

（１） 本態性高血圧症 

（２） 二次性高血圧症 

（３） 低血圧症 

（４） 起立性低血圧症 

⑤ 虚血性心疾患 
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（１） 労作性（安定）狭心症 

（２） 不安定狭心症・異型狭心症 

（３） 心筋梗塞 

（４） 無痛性虚血性心疾患 

⑥ 弁膜疾患 

（１） リウマチ性弁膜疾患 

（２） 非リウマチ性弁膜疾患 

⑦ 心筋疾患 

（１） 心筋炎 

（２） 心筋症 

⑧ 感染性心内膜炎 

⑨ 心膜疾患 

（１） 急性心膜炎 

（２） 収縮性心膜炎 

⑩ 肺性心疾患 

（１） 肺塞栓症 

（２） 慢性肺性心 

⑪ 先天性心血管奇形 

（１） 心房中隔欠損症 

（２） 心内膜床欠損症 

（３） 心室中隔欠損症 

（４） Ｅｉｓｅｎｍｅｎｇｅｒ症候群 

（５） 肺動脈狭窄症 

（６） Ｆａｌｌｏｔ四徴症 

（７） 動脈管開存症 

（８） 大動脈縮窄症 

⑫ 全身疾患に伴う心血管異常 

（１） 甲状腺機能亢進症 

（２） 甲状腺機能低下症 

（３） 尿毒症 

（４） 糖尿病 

（５） 血液疾患 

（６） 脂質代謝異常 

（７） 膠原病 

⑬ 大動脈疾患 

（１） 大動脈瘤 

（２） 解離性大動脈瘤 

（３） 大動脈炎症候群 

⑭ 末梢動脈疾患 

（１） 動脈硬化症 

（２） 動脈瘤 

（３） 急性動脈閉鎖症 
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（４） 閉塞性動脈硬化症 

（５） Ｒａｙｎａｕｄ症候群 

（６）  

⑮ 静脈・リンパ管疾患 

（１） 上大静脈症候群 

（２） 血栓性静脈炎・静脈血栓症 

（３） 静脈瘤 

⑯ 心臓神経症・神経循環無力症 

 

◇ 週間スケジュール 

※他はＣＣＵおよび病棟で研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   循環器の研修は待っていても、全く勉強にならない。自ら、いつでも救急患者のコールをしてもら

えるよう働きかけ、初期診断～治療からみるよう努力することが必要。従って診断が決まってから受

持医になることはまずあり得ないつもりで望んで欲しい。 

具体的なことは循環器研修に臨んだ際教えます。 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

 
心カテ 
 
 

 
心カテ 
 
 

 
心カテ 
 
 

 
心カテ 
 
 

 
心カテ 
 
 

      

午 

後 

 
心カテ 
 
18:00～ 

カンファレンス 

 
心エコー 
 
 

 
心カテ 
 
18:00～ 

カンファレンス 

  
心カテ 
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脳神経内科 

 

◆ 一般目標 

１  神経症状を呈する患者の診断と治療のプロセスを理解する 

① 詳細な神経学的診断手技 

② 神経学的所見から正確な病巣診断 

③ 鑑別に必要な神経疾患・全身疾患の熟知 

④ 鑑別に必要な補助検査 

⑤ 診断確定した疾患に対する的確な治療 

２  全人的医療を行うために必要なリハビリテーションの意義及び心身医学的な見方と考え方を把握す

る 

  

◆ 行動目標 

１ 頭痛、眩暈、しびれ、麻痺、意識障害など救急医療で遭遇しやすい症状を呈する患者において迅速に

対処できること 

２ 脳血管障害例の診断と治療について理解する 

３ 腰椎穿刺、ＣＴ・ＭＲＩなど、神経学的補助検査の適応の理解と手技・判読など 

４ 機能障害・能力障害・社会的ハンディキャップに対する全人的医療としてのリハビリテーションの理

解 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   中央病院は２～３年勉強するには最適の場所です。長くいますと息切れしますが、若い頃は全速で

頑張って下さい。 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

 
9:00～ 

外来 
 
 

 
8:30～ 

ミーティング 
 
 

   

      

午 

後 

    
15:30～ 

リハビリテーショ
ンカンファレンス 
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糖尿病・内分泌内科 

 

◆ 一般目標 

１  個々の症例経験を通して、体系的な思考方式を基盤に病態の把握、診断法、治療法に関する技術を

修得する 

２  新知見の探索に鋭敏な眼を養い、内科諸領域に関しても広く発展的に学習する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 糖尿病 

⑧ 以下の診断法を修得する 

（１） １型及び２型糖尿病の判別 

（２） 膵内分泌能の評価 

（３） 合併症の有無及び程度の評価 

（４） 二次性糖尿病の除外 

⑨ 以下の治療法を修得する 

（１） 基本療法（食事・運動） 

（２） 経口薬・インスリンの選択 

（３） 経口薬の使い方 

（４） インスリンの使い方 

（５） 緊急時（低血糖、高血糖など）の対策 

（６） 合併症に対する治療法 

（７） 患者教育に関する参画 

 

２ 甲状腺疾患 

② 以下の診断法を修得する 

（１） 甲状腺種の触診法 

（２） 機能亢進及び低下時の病歴聴取法 

（３） 機能亢進及び低下時の理学的所見 

（４） ＴＲＨ試験の評価法 

（５） 甲状腺エコー、甲状腺ＣＴ、甲状腺スキャンなどの画像診断 

（６） 甲状腺生検による病理診断 

（７） 甲状腺カラードプラー法 

③ 以下の治療法を修得する 

（１） 機能亢進症に対する抗甲状腺薬、アイソトープ治療、手術療法の選択と各治療法 

（２） 機能低下症に対する補充療法 

（３） 無顆粒球症合併における対策 

（４） 甲状腺クリーゼの治療 

（５） 眼球突出症の治療（血漿交換など） 

 

３ 間脳・下垂体疾患 
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② 以下の診断法を修得する 

（１） 前葉機能検査法の適応、実施方法及び評価 

（２） 後葉機能検査法の適応、実施方法及び評価 

（３） トルコ鞍Ｘ－Ｐ、下垂体ＣＴ、下垂体ＭＲＩなどの画像診断 

③ 以下の治療法を修得する 

（１） 下垂体腫瘍の手術適応 

（２） 機能性腺腫に対する内科的療法 

（３） 機能低下症に対する補充療法 

 

４ 副腎疾患 

② 以下の診断法を修得する 

（１） ステロイド合成系、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン（ＲＡＡ） 

系の理解 

（２） 副腎皮質機能検査法の実施方法と評価 

（３） ＲＡＡ系の刺激試験の実施方法と評価 

（４） 副腎性高血圧症の病態理解と診断 

（５） 副腎ＣＴ、副腎ＭＲＩ、副腎スキャンなどの画像診断 

③ 以下の治療法を修得する 

（１） 副腎皮質機能性腺腫の手術適応 

（２） 副腎皮質機能性腺腫に対する内科的療法 

（３） 機能低下症に対する内科的療法 

 

５ カルシウム代謝異常 

① 以下の診断法を修得する 

（１） カルシウム、リンのバランススタディによるＰＴＨ分泌状態の推測 

（２） 骨Ｘ－Ｐの評価 

（３） 副甲状腺の画像診断 

（４） 原因による判別診断 

② 以下の治療法を修得する 

（１） 高カルシウム、低カルシウム血症の各治療法 

（２） ビタミンＤ製剤の使用法 

 

 

６ 脂質代謝異常 

① 以下の診断法を修得する 

（１） 高脂血症の病型判別 

（２） 家族性高脂血症の診断 

（３） 心血管系障害の評価 

（４） 続発性高脂血症の除外 

② 以下の治療法を修得する 

（１） 抗高脂血症薬の使用法 

（２） 心血管系障害の合併に対する治療 
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◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   糖尿病を中心に代謝内分泌系疾患について研修して頂きます。 

   患者さんとの間にプロの医療者であると同時に人間味のある関係を築くよう心がけて下さい。 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

 

病棟 

 

病棟 

 

病棟 

 

代謝内分泌内科 

総回診 

 

病棟 

      

午 

後 

 

病棟 

 

14:30～ 

糖尿病教室 

 

17:30～ 

症例検討会 

 

 

14:00～ 

甲状腺生検 

 

 

14:30～ 

糖尿病教室 

 

 

 

病棟 



- 94 - 

 

 

 

腎臓内科・膠原病内科、リウマチ科 

 

◆ 一般目標 

１  学校検尿など公衆衛生的分野について理解する 

２  一次性の腎疾患や膠原病、糖尿病などの全身疾患に伴う二次性腎疾患の診断並びに治療法を身につ

ける 

３  水、電解質の調節臓器としての腎臓機能を理解し高血圧、水、電解質、代謝異常につき輸液療法を

含め、診断及び治療につき習熟する 

４  急性及び慢性腎不全患者の透析導入と維持透析を管理する能力を身につける 

５  血液浄化法にかかわる理論と技術を修得し、腎臓疾患、薬物中毒、など血液浄化に関係する疾患に

ついても理解を深める 

６  疾患が長期にわたり、なおかつ患者の自己管理、家族の協力による食事療法、在宅療法に関わるの

で患者に疾患の理解と自覚を促すように指導教育を行える姿勢と能力を身につける 

 

◆ 行動目標 

１ 基本的診察法を修得する 

① 外来及び入院患者の問診 

② 理学所見の把握と記載 

 

２ 検査法を修得する 

① 検尿 

② 血液生化学的検査 

③ 腎機能検査 

 

３ 検査結果を判読し理解する 

① 胸部、腹部Ｘ線検査 

② 骨、関節Ｘ線検査 

③ 腎尿路造影Ｘ線検査 

④ 腎尿路系超音波検査 

⑤ 腎尿路系ＣＴ，ＭＲＩ検査 

⑥ 腎尿路系ＲＩ検査 

⑦ 腎血管造影 

⑧ 腎生検、組織検査 

 

４ 治療手段及び治療法を修得する 

① 腎炎、ネフローゼ 

② 高血圧 

③ 膠原病その他 

④ 急性及び慢性腎不全（導入、維持療法） 

⑤ 電解質異常（高Ｋ、Ｃａ血症など） 

⑥ 薬物中毒 
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⑦ 血液浄化療法（回路セット、深部静脈穿刺） 

⑧ 薬物療法（副腎皮質ステロイドなどの投与） 

⑨ 食事療法 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   Patients から学ぶ 

   具体的な体験から学ぶ 

   先輩医師のみならず、多くの方々のアドバイスを謙虚にうけとめる 

   事実を基にして科学的に判断する 

   時事を学びましょう 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

 

透析カンファレン
ス 

透析開始作業 

 

病棟 

 

透析カンファレン
ス 

透析開始作業 

 

病棟 

 

透析カンファレン
ス 

透析開始作業 

 

病棟 

 

透析カンファレン
ス 

透析開始作業 

 

病棟 

 

透析カンファレン
ス 

透析開始作業 

 

病棟 

      

午 

後 

病棟 

 

15:00～ 

病棟カンファレン
ス 

 

病棟 

 

15:00～ 

病棟カンファレン
ス 

腎生検 

病棟 

 

15:00～ 

病棟カンファレン
ス 

腎生検 

病棟 

 

15:00～ 

病棟カンファレン
ス 

17:00～ 

腎透析カンファレ
ンス（症例） 

病棟 

 

15:00～ 

病棟カンファレン
ス 
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消化器内科 

 

◆一般目標  

日常診療に必要な消化器系疾患の診断・治療に関する知識・態度・技術を習得する  

 

◆行動目標  

１  主な消化器疾患の臨床蔵・診断・治療について理解する。  

 A 消化性潰瘍．  

 B 消化管出血  

 C 慢性肝炎・肝硬変  

 D 急性肝炎を含む肝機能障害  

 E 黄疸  

 F 腸閉塞  

 G 急性腹症  

 H 消化器癌  

 I 炎症性腸疾患  

 

２  主な消化器領域の検査・治療手技の理論・適応・基本手技を理解する。検査・治療手

技の介助もしくは一部実践を行う。特に腹部超音波検査の習得に努める。  

 A 腹部超音波検査．  

 B 上部・下部内視鏡検査およびその治療手技  

 C 内視鏡的胆管膵管造影検査およびその治療手技  

 D イレウス管  

 E 減黄術  

 F 腹水穿刺  

 G X 線造影  

 H 肝腫瘍ラジオ波焼灼術  

 I 超音波ガイド下中心静脈カテーテル留置  

 

 

 

 

 

 

 

 

◇週間スケジュール  
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下記は主な例であり，指導医毎にスケジュールは若干の変更となります。 

※ 毎月第 2週火曜日は 16:00〜消化器合同 CC  

 

 

◇科長から研修医へのメッセージ  

 知識・技術・心のバランスのとれた医師を目指して下さい。楽しくなければ継続して頑

張る事は出来ません。目先の損得にとらわれずに、自分が一生楽しんでかつ誇りを持って

歩んでいける専門分野を見つけましょう。消化器内科は頑張る研修医を心から応援し、昼

も夜も熱くサポートします。  

 病気で困っている人を助けたいという先輩医師たちの献身的な良識が日本の医療を支

えてきました。医師不遇の時代ですが，これからも変わることなくその献身的な良識を引

き継いでいきたいと消化器内科スタッフ一同考えています。  

 

 

 

  

月 火 水 木 金

8:30～ 8:30～ 8:30～ 8:30～ 8:30～
上部内視鏡検査 腹部超音波検査 上部内視鏡検査 上部内視鏡検査 腹部超音波検査

10:30～
病棟CC

13:00～

17:00～
消化器内科CC

午前

午後 イレウス管など透視下処置
（救急診療も含む）

病棟回診

病棟回診

（救急診療も含む）

下部内視鏡検査
内視鏡治療

腹部超音波ガイド下治療
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血液内科 

 

◆ 一般目標 

１  血液疾患のうち代表的なものについて、適切に対応できる 

① 鉄欠乏症貧血を他の貧血より鑑別し治療できる 

② 骨髄クローン性増殖性疾患については診断をし、専門医に紹介することができる 

③ 出血性疾患の鑑別ができ、治療方針がたてられる。 

２  感染症に関して、感染部位と起炎病原体を同定し、患者の状態に基づいて適切な治療ができるよう

になるための知識と技能を身につける 

 

◆ 行動目標 

１ 血液疾患 

① 以下の検査法を実施でき、主要な所見を指摘できる 

（１） 骨髄穿刺、骨髄像の鏡検 

（２） 血液交叉試験（生食法、ブロメリン法、クームス法） 

（３） 出血時間の測定 

② 以下の治療や処置が適切に行える 

（１） 鉄欠乏性貧血の治療ができる 

（２） 輸血の適応、方法、副作用について述べることができる 

（３） 急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の化学療法の概略を述べることができる 

（４） 再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病の治療について述べることができる 

③ 経験することが望まれる疾患 

（１） 貧血症（急性の出血性貧血、鉄欠乏性貧血、全身性疾患に併発する二次性貧血、巨赤芽球性貧

血、再生不良性貧血、溶血性貧血） 

（２） 白血球系の疾患（無顆粒球症、好酸球増多症） 

（３） 骨髄増殖性疾患（急性白血病、慢性白血病、骨髄異形成症候群、多血症、血小板増多症） 

（４） 悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫） 

（５） 単クローン性ガンマグロブリン血症（多発性骨髄腫 、原発性マクログロブリン血症 ） 

（６） 出血性疾患（ＤＩＣ、特発性血小板減少性紫斑病、血友病、血栓性血小板減少性紫斑病）          

 

 

 

   

２ 感染症 

① 感染部位別に頻度の多い起炎菌の種類を述べることができる 

② 一般細菌、真菌、ウイルス検査のために、次の材料を正しく採取できる（膿、喀 

痰、尿、血液、胸腹水、ほか） 

③ 薬剤感受性検査の意義を述べることができる 

④ 抗生物質の薬理を知り、適切に治療できる 

⑤ 経験することが望まれる疾患 

   ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、帯状疱疹、単純疱疹、流行性耳下腺炎、伝染性単核球症、結核性リンパ節炎、
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敗血症、菌血症、カンジダ症、アスペルギルス症、クリプトコッカス症、ムコール症、つつが虫

病                  

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   鉄欠乏症貧血の診断と治療はマスターすること。 

   不明熱の診断に向けてセンスをみがくこと。 

   悪性疾患については、診断と治療の現況を経験すること。 

   輸血の実践、副作用の理解。 

 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:30～ 

外来 

10:00～ 

総回診 

  8:30～ 

外来 

      

午 

後 

   16:00～ 

移植症例検討会 
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呼吸器内科 

 

◆ 一般目標 

１  呼吸器疾患の診断と治療に関する知識、技能、態度を修得する 

２  迅速で正確な初期治療ができる能力を身につける 

３  病歴、理学的所見及び検査所見から問題点を整理し、重要な問題点から順に計画的に解決していく

能力を身につける 

４  十分なインフォームドコンセントのもと、患者のみならず、家族を含めた厚い信頼関係を築く能力

を身につける 

 

 

◆ 行動目標 

１ 基本的診察法を修得する 

① 外来・入院患者の病歴聴取 

② 理学的所見 

 

２ 基本的検査法を修得する 

① 喀痰検査 

② 動脈血ガス分析 

③ 呼吸機能検査 

④ 胸腔穿刺、胸水採取 

⑤ 胸部Ｘ線検査 

 

３ 基本的治療法を修得する 

① 感染症に関する適切な抗菌療法 

② 気管支拡張剤を主とした吸入療法 

③ 肺癌化学療法の実施と支持療法 

④ 呼吸不全患者に対する呼吸管理 

 

４ 基本的手技を修得する 

① 気管内挿管 

② 胸腔ドレナージ 

 

５ 患者指導・管理を経験する 

① 肺癌末期患者のターミナルケア 

② 慢性呼吸器疾患患者の管理・指導 
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◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   患者数の多い割にスタッフ数が少なく、特に冬季は大変ですが、それなりにやりがいのある仕事で

す。 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:00～ 

症例検討会 

8:30～ 

外来 

8:00～ 

症例検討会 

8:30～ 

外来 

9:00～ 

回診 

8:00～ 

呼吸リハビリテー
ションＣＣ 

8:30～ 

外来 

9:00～ 

回診 

8:00～ 

症例検討会 

8:30～ 

外来 

 

8:00～ 

症例検討会 

8:30～ 

外来 

9:00～ 

回診 

      

午 

後 

14:30～ 

気管支鏡検査 

 

 

14:30～ 

気管支鏡検査 

 

 

14:30～ 

気管支鏡検査 

 

 

13:30～ 

病棟カンファレンス 

 

14:30～ 

気管支鏡検査 

 

 

13:30～ 

在宅酸素外来 

 

14:30～ 

禁煙指導外来 
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やわたメディカルセンター  

指導体制 

研修実施責任者 勝木達夫（院長） 

 指導医 下記一覧参照 

 

担当分野 氏名 役職 指導医講習会受講 

循環器内科 勝木 達夫 院長 ○ 

 居軒 功 診療部長、循環器内科科長 ○ 

 琴野 巧裕 循環器内科医長 無 

 福田 敦夫 同上 ○ 

呼吸器内科 片山 伸幸 診療技術部部長、呼吸器内科科長 ○ 

睡眠呼吸障害外来 中村 暁子 呼吸器内科医長 無 

糖尿病・内分泌内科 谷口 雅行 糖尿病・内分泌内科科長 無 

消化器内科 大堀 功 消化器内科科長 ○ 

 林 武弘 消化器内科医長 ○ 

 

研修実施責任者からのメッセージ 

 当院での研修は大変ユニークです。地域における急性期救急医療から回復期、生活期にいたる医療、福

祉、健康増進サービスをシームレスに提供するシステムを学びに来てください。病院隣接の健康増進施設

と一体で運営するシステムを学べるチャンスは、北陸はもちろん全国的にもなかなかありません。 

当院は県内でも比較的医療資源の乏しい南加賀医療圏にあります。病院の立地として小松市では当院よ

り山間部よりには医療機関がありません。一般的なかかりつけ医機能の役割も果たしつつ、救急対応や急

性期医療にも尽力し、利用者の病状にあわせ地域に根ざした回復期医療（地域包括ケア病棟と回復期リハ

ビリテーション病棟あり）、その後の在宅生活を支えるサービス（通所リハビリテーション、通所介護、訪

問看護及び訪問介護）、並びに健康増進サービスなどの提供を濃密に学べます。 

基本として特定の診療科についての一連の流れを深く学べるように、整形外科、リハビリテーション科、

循環器内科の 3択での 1ヶ月研修を用意しています。整形外科は北陸で有数の手術件数（年間 1000件以上）

を誇ります。リハビリテーション科では北陸での先駆けであり、充実した専門医 3 名体制を敷いています。

循環器内科では豊富なカテーテル治療件数とともに心臓リハビリテーションや睡眠呼吸障害治療といった

再発予防に力を入れている特徴があります。 

当院では多職種協働が基本です。特に同一空間、同一時間帯での協働を大切にしており、研修医の皆さ

んには診療を支えている多くの職種の役割、連携の重要性の理解が進むと思います。過去の研修医の先生

方から非常に高い満足度を得ています。 
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≪ 循環器内科プログラム及び到達目標 ≫ 

１．研修プログラムの概略・特徴 

  「循環器力（じゅんかんきりょくと読みます）」を身につけます。基本的な循環器疾患の診療能力の向

上に加えて，積極的に循環器チーム医療に参加することによる「循環器力」の向上が期待されます。

また基本的かつ高度な循環器検査の補助・施行を行うことができます。 

 

２．研修目標 

 【一般目標（GIO）】 

  ・循環器内科（選択科目）での一般目標 

   基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加え，将来の循環器内科研修のためのために必要

な知識，技能，態度を身につける。 

   患者の社会的背景を理解し，医師にふさわしい人間性を養う。 

   チーム医療の中で，自分の役割を理解し，協調性を持った行動ができる。 

 

 【行動目標（SBOs）】 

  ・循環器内科（選択科目）での行動目標 

   「臨床研修の到達目標」と同様である。 

また，チーム医療として，専門分野内外における専門医師としての役割やコンサルトについて理解

を深める。 

【経験目標】 

  ・循環器内科（選択科目）での経験目標 

   「臨床研修の到達目標」と同様である。 

【Ａ 経験すべき診察法・検査・手技】 

   （１）基本的な身体診察法 

    「臨床研修の到達目標」と同様である。 

   （２）基本的な臨床検査 

    「臨床研修の到達目標」と同様である。加えて，以下の検査の適応，結果の解釈及び自ら実施

あるいは解釈ができる。 

      〇ホルター心電図 

      〇心エコー検査 

      〇心臓カテーテル検査 

   （３）基本的手技 

    「臨床研修の到達目標」に同じ。 

   （４）基本的治療法 

    「臨床研修の到達目標」に同じ。加えて，循環器疾患の非薬物療法を理解し，適応を決めるこ

とができる。 

 

   （５）医療記録 

    「臨床研修の到達目標」に同じ。 



- 104 - 

 

 

 

   【Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患】 

      原則として，「臨床研修の到達目標」と同様である。 

 

３．指導体制 

  ・循環器内科（選択科目）での指導体制 

  （１）責任者体制 

     循環器内科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括して

の責任は研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティン

グを開催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責

任を担う。 

① 研修総括責任者：勝木 達夫（院長） 

② 研修カリキュラム作成責任者：琴野 巧裕（医長） 

③ 研修指導責任者：居軒 功（診療部長、循環器内科長） 

  （２）主治医の体制・チーム体制 

     研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

  （３）検査・治療の指導体制 

     受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

  （４）研修医１人当たりの指導医数 

     研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

  （５）担当患者予定数 

     期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

  （６）達成度のチェック方法等について 

     各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医

の研修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

  （７）緊急時の対応について 

     勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必

要に応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

  （８）その他 

     毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法へ

の意見を汲み上げる。 

 

４．研修方法（方略） 

  ・循環器内科（選択科目）での研修方法（方略） 

  （１）オリエンテーション 

    ・研修システムについて 

    ・指導体制について 

    ・外来について 

    ・研修カリキュラムについて 

    ・評価表について 

    ・指導医紹介，看護師紹介 

    ・病棟スケジュール紹介 

    ・病棟配置（病室，感染症病室，検査機器，物品，その他） 
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  （２）病棟研修・回診 

    ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

    ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

    ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

    ・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，血液培養などの基本的検査

や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指導

の下で自らあるいは助手として参加する。 

    ・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。

「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

    ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

  （３）外来研修（週に１～２回：午前９時～１２時） 

    ・外来処置研修 

  （４）症例検討会・カンファレンス 

     週にそれぞれ１回。 

  （５）学会及び研究会 

     興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

   

（６）当直 

     当直医とともに任務に就く。 

   

５．週間スケジュール（表） 

 午前 午後 

月 病棟診療 心臓カテーテル検査（病棟診療） 

火 病棟診療 循環器生理検査（病棟診療） 

水 病棟診療（心臓リハビリテーション） 病棟診療（心臓カテーテル検査） 

木 病棟診療 回診 

金 循環器生理検査 心臓カテーテル検査（病棟診療） 
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◆ 救急部門 ◆ 

カテゴリー：必修科目、選択科目 

研修場所： 

〔必修科目〕 協力型病院を下記より１施設以上選択し、その他の期間は金沢赤十字病院で、 

計１２週間研修すること。 

・秋田赤十字病院、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

（どちらかに１２週以内） 

・公立松任石川中央病院 、公立能登総合病院、金沢大学附属病院、 

金沢医科大学病院、石川県立中央病院 

〔選択科目〕金沢赤十字病院、金沢大学附属病院（救急部門）、金沢医科大学病院、 

      石川県立中央病院 

期 間： 

〔必修科目〕１年目に１２週間 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢赤十字病院   

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 長井 英夫 循環器科部長 

救急診療委員会委員長 

指導医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 当院は二次救急医療を提供しており、一次、二次について緊急処置手技を経験できます。救急室で

は多種多様な疾患に対する問診・診察法の研修を行い、そこから必要な検査・処置を考える力を養い

ます。迅速な判断が求められる現場を体験し、重症度・緊急度の把握ができるように研修します。 

 

一般目標： 

 救急患者の病態を速やかに把握し，検査や治療・処置の優先順位を考えながら，適切に初期

対応を行うために必要な知識，技能および態度を習得する． 

 

行動目標 

１）救急患者に対し病歴を聴取するとともに，身体診察を速やかに行い，その記録ができる． 

２）速やかにバイタルサインをチェックでき，症候と身体所見から重症度および緊急度を把握すると

ともに，初期対応ができる． 

３）診断および治療に必要な検査を決定し指示するとともに，その結果を評価できる． 

４）気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，除細動を実施できる． 
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５）静脈血および動脈血採血、末梢静脈路確保が確実にできる． 

６）心電図の判読ができ，治療が必要な不整脈や異常波形を同定できる． 

７）頻度の高い救急疾患の初期治療ができる． 

８）傷病者の病態を速やかに把握し，専門科へ適切に病態を報告し，コンサルテーションできる． 

９）外傷患者の初期治療・初期診断と全脊柱固定の意味を理解し対応できる． 

10）簡単な皮膚縫合，切開・排膿や止血処置ができる． 

11）中心静脈路確保の手技及び合併症について理解し，技術を習得する． 

12）二次救命処置（ＡＣＬＳ）ができ，また一次救命処置（ＢＬＳ）を他の医療従事者に指導できる． 

13）人工呼吸器回路の組み立てができ，傷病者の病態に応じた設定や管理ができる． 

14）大災害時の救急医療体制を理解し，自己の役割を把握できる． 

15）死亡診断書・死体検案書を正しく記載でき，救急外来での死亡における法的処置を正しく判断・

実行できる． 

 

指導方法・原則 

１．指導医の管理の下，救急患者(救急車への対応を含む)の診察，検査指示および結果の評価，治療

を行う． 

２．指導医とともに担当医となり，入院患者の治療・処置を行う． 

３．指導医とともに救急外来日当直に参加する．日当直中の指導は臨床経験７年以上の医師が担当す

る． 

４．救急外来や病棟での業務の量を考慮して，救急担当医が行っている救急以外の業務への参加研修

も可能とする． 

５．担当医となった入院症例の入院サマリーを退院から１週間以内に記載し，指導医（主治医）の評

価を受ける． 

６．該当科目の経験すべき症候・病態・疾患について病歴要約レポート提出を行う． 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時

には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を

行い、年間指導医に報告する。  
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 秋田赤十字病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 小棚木 均 院長 指導医 

科目責任者 藤田 康雄 救命救急センター長 日本救急医学会専門医 

指導医 中畑 潤一 救急部長 循環器学会専門医 

指導医 中島 発史 救急副部長 日本小児科学会専門医 

 

研修医のための宿舎：有（世帯用６戸） 

交通手段：公共機関を利用（費用は金沢赤十字病院が全額実費支給） 

 

科目責任者からのメッセージ 

 救急診療は初期研修プログラムの核となる研修の一つです。地方都市の救命救急センターですから、

一次から三次・CPAまで幅広く経験できます。緊急処置手技も多く経験できます。金沢から秋田は遠い

ですが、ちょっと違った文化のなかで、楽しみながら救急医療を学んでください。 

 

一般目標： 

 臨床研修医として必要な、救急患者への初期対応を行うために、知識・技能・態度を修得するとと

もに、必要に応じて行う集中治療を理解する。 

 

行動目標 

１）すべての救急患者に対し病歴を聴取し、全身の診察を速やかに行い、その記述ができる。 

２）一次、二次、三次救急の区別ができ、必要に応じすみやかにバイタルサインのチェックと初期対

応ができる。 

３）診断及び治療に必要な緊急検査を決定し指示できる。 

４）静脈血採血、末梢静脈路確保が確実にできる。 

５）病態に応じたＸ線撮影が指示でき、緊急的な異常を読影できる。 

６）心電図の判読ができ、治療が必要な不整脈や異常波形を同定できる。 

７）血液ガス採血、分析ができ、かつその結果を評価できる。 

８）傷病者の病態を把握し、適切な専門科へ適切に病態を報告しコンサルテーションを依頼できる。 

９）外傷患者の初期治療・初期診断と全脊柱固定の意味を理解し対応できる。 

10）簡単な皮膚縫合や止血処置ができる。 

11）中心静脈路確保の手技及び合併症について理解し、技術を習得する。 

12）二次救命処置（ＡＣＬＳ）を行える。 

13）一次救命処置（ＢＬＳ）を行え、かつ他の医療従事者に説明・指導できる。 

14）経口摂取できない傷病者に対し、適切な輸液・栄養管理ができる。 

15）経腸栄養の適応、開始時期が判断でき、実施することができる。 

16）人工呼吸器回路の組み立てができ、傷病者の病態に応じた設定や管理ができる。 
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17）死亡診断書・死体検案書を正しく記載でき、救急外来での死亡における法的処置を正しく判断・

実行できる。 

指導方法・原則 

１．指導医の管理の下、救急患者の診察、検査指示、検査結果評価、治療を行う。 

２．指導医とともに担当医となり、入院患者の治療・処置を行う。主な対象疾患は、心肺停止蘇生後

病態、急性呼吸不全、急性薬物中毒、広範囲熱傷、多発外傷等である。 

３．他科ローテーション中の研修医とともに救急外来日当直に参加する。日当直中の指導は臨床経験

５年以上の医師が担当する。日当直には内科系、外科系それぞれ１名ずつの医師が対応し、さら

に 2年次研修医１名と１年次研修医１名があたる。 

４．救急外来や病棟での業務の量を考慮して、救急担当医が行っている救急以外の業務への参加研修

も可能とする。 

５．担当医となった入院症例の入院サマリーを退院から１週間以内に記載し、指導医（主治医）の評

価を受ける。記載する症例はその疾病の性質や入院期間によって判断する。 

 

 

Ｃ．週間予定 

 朝 午前 午後 

月  救急外来 病棟処置 

火  病棟処置 救急外来 

水  救急外来 病棟処置 

木  病棟処置 救急外来 

金 救急カンファレンス 救急外来 病棟処置 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時

には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を

行い、年間指導医に報告する。 
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日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院  

 

 指導体制：  

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 吉田 幸彦 副院長  

指導医 稲田 眞治 救急科部長  

指導医 福田 徹 医長  

指導医 神原 淳一 医長  

指導医 加藤 久晶 常勤嘱託医師  

上級医 丸山 寛仁 常勤嘱託医師  

 

研修医へのメッセージ 

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

急患者に接し、幅広い救急医療、プライマリ・ケアの臨床研修を行い、同時に一般社会人として、ま

た、医師という職業人としての人間的成長を図ることが必要であります。当院の救急研修はこのため

に最適の場所であります。自発的かつ積極的に研修を行ってください。 

 

方略（LS） 

  （１）主として救急外来において救急患者の診療を上級医師と共に行う。 

  （２）救急部スタッフ、3年次救急ローテータ（以下指導医とする）の指示、指導、助言を受けて診

療にあたる。 

  （３）各診療科の専門医も、救急外来で救急患者の診療を行うことがある。これらの医師の診療に

も積極的に参加し、指示、指導も受けるように努める。 

 （４）救急入院した患者については、何科の患者によらず、勤務時間外に病室に赴いてカルテを見

るなどして、入院後の各科専門医師の診断や治療法などの研修を行うことが望ましい。 

（５）救急勤務開始時間は、午前８時３０分。終了時間は、午後５時００分である。 

（６）午前８時１０分から、救急部の夜間症例ふり返りカンファランスを行う。前日、夜間帯に受

け持った症例の中で興味深いもの、診療上困ったことがあったものを選んで簡単にプレゼン

テーションする。 

（７）勤務開始時に、当直医からの引継ぎを受ける。救急外来、オーバーナイトベット、所属科未

確定入院患者の有無や、当直医が外部からの電話による患者紹介や診療依頼に応需したもの

の、その患者が未だ来院していない場合などを確認し、指導医に連絡する。 

 （８）午後５時３０分から、その日の入院症例、救急症例、問題症例をカンファレンスで発表を行

い症例検討をする。 

（９）研修医は、経験した症例を臨床研修レポートに記入、入力する。 
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評価（EV） 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時に

は、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を行い、

年間指導医に報告する。    
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 公立松任石川中央病院   

 

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 高澤 和也 院長 指導医 

科目責任者 安間 圭一 救急医療部長 指導医、日本救急医学会専門医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 当院は地域の中核病院として一次から三次救急患者を受け入れています。当院では救急外来での診

療に必要な①１次評価と安定化治療、②症状・徴候から体系的に考え診断を絞っていく診断推論、の

修得を目指して出来るだけ多くの患者さんの初療を経験していただきます。当院は研修病院から近い

ので従来の生活環境を変えることなく研修することが可能です。 

 

一般目標： 

 救急患者への初期対応に必要な知識・技能・態度を修得する。 

 

方略 

1. 救急外来において救急患者の診療を指導医と共に行う。 

2. 勤務開始時刻は午前８時３０分、終了時刻は、午後５時１５分である。 

3. 午後５時３０分から、ふり返りカンファレンスを行う。初療を担当した症例の中で興味深いもの、

診断に苦慮したものを選んで簡単に症例提示する。 

4. 救急入院した患者の担当医になることも可能である。入院患者の指導は各科専門医が対応する。

担当しない入院患者に関してもカルテを見るなどして、入院後の経過、治療法などを確認するこ

とが望ましい。 

5. 月に数回、日当直業務を行う。日当直中の指導は日当直医師（内科系、外科系各１名）が対応す

る。 

6. 救急外来での業務量を考慮した上で、各科専門医が行う緊急治療（心臓カテーテル治療、内視鏡

治療、手術）への参加研修も可能とする。 

7. 救急に関わる院内研修（BLS研修、災害机上訓練など）に参画することが望ましい。 

8. 研修医は、経験した症例を臨床研修レポートに記入、入力する。 
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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 公立能登総合病院  

指導体制： 

① 担 当 科：救命救急センター 

②スタッフ 

役  割 氏  名 職  名 備考 

科目責任者 喜多 大輔 部長 指導医 

指 導 医 非常勤救急医師   

③研修医数：1ヵ月２名以内 

 

ⅰ．科目責任者からのメッセージ 

当院は、あらゆる重症度に対応する救急医療をめざし、救急救命センターが運営されている

のが特色です。 

そのため、救急車で搬送される内因系・外因系疾患の初期診療が研修できる他、重症患者に

関しては、その後継続的にセンターにて治療を担当することができます。様々な症例を経験す

る中で、救急医療に必要な知識、技術および態度を指導医が教育、指導します。 

 

ⅱ．一般目標 

 様々な救急患者を全身的に観察し、検査や治療の優先順位を判断でき、蘇生に必要な知識・技

術を習得し、さらに入院した後も集中治療を施すことができる臨床医に必要な知識、技能およ

び態度の習得できるようにする。 

 

ⅲ．指導原則・方法 

① 研修期間中、指導医の指導下に、救急患者（主として二次・三次対応患者）を担当し、さ

らに、集中治療を必要とする患者の治療に専念する。 

② 月から金の当直を適宜行い、緊急患者の症例を数多く経験する。 

③ そのつど、Advanced Cardiovascular Life Suppport (ACLS)コース、Japan Adovanced Trauma 

Evaluation and Care (JATEC)などの標準教育プログラムを積極的にとりいれた講義を聞く。 
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ⅳ．週間スケジュール（表） 

救急部門の研修期間内に、救急の非常勤医師等による救急の研修を行う。 

 

曜日・時間 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

月   
救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病

棟 
 救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病棟      

火   
救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病

棟 
 救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病棟      

水   
救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病

棟 
 救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病棟      

木   
救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病

棟 
 救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病棟      

金   
救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病

棟 
 救急外来・救命ｾﾝﾀｰ病棟      
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金沢大学附属病院 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

すべての医師が体験するであろう初期救急患者への対応から，高次医療機関に特化された院外心停止や

高度外傷患者に対する高度医療までに一通り対応できる知識，技能を身につける場を提供し，一般病院で

の救急当番から，将来救急専門医として活躍する土台としての研修まで，個々の希望により幅広く対応し

ている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・救急（必修科目：救急部）での一般目標 

救急部に収容される多彩な救急患者の病態を適格に把握し，各診療科との連携を保ちながら，検査や治

療・処置の優先順位を決定し，患者の状態の安定化させることのできる臨床医に必要な基本的な知識，

技能および態度の習得を目的とします。 

・救急部（選択科目）での一般目標 

基本科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，救急現場でのリーダーとしての役割を果たす

ための知識，技能，態度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・救急（必修科目：救急部），救急部（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

救急部での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任は

研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。指

導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：後藤 由和（臨床教授，救急部長） 

②研修カリキュラム作成責任者：前田 哲生（助教） 

③研修指導医責任者：舟田 晃（講師），高島 伸一郎（助教），多田 隼人（助教）， 

北島 信治（特任助教），寺本 了太（特任助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医の指導の下に救急外来患者の直接診療に当たる。また，指導医と共同で救急車の対

応に当たる。 

（３）検査・治療の指導体制 

指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

指導医全員が指導にあたる（研修医１人当たり３～６名）。 

（５）担当患者予定数 

救急外来受診患者を可能な限り担当する。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研
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修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，達成の有無を達成度評価表での自己評価及び

必須のレポートを提出する。指導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，

研修医は，指導医評価表を用いて，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に，または共同して研修医が診療に当たる。時間外はその時間帯の

指導医が対応する。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・救急（必修科目：救急部）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・外来配置（処置室，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）外来研修（毎日：８時３０分～１６時３０分） 

・救急車以外の外来患者の診療（毎日） 

・救急車対応（指導医とともに, 毎日） 

・カルテの記載 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査などの基本的検査や手技は，自

ら主体的に行う。気管内挿管, 中心静脈確保などの侵襲を伴う検査手技あるいは専門的手技は，

指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶ

こと」を自らも実践する。 

（３）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ１回。月に 1 回程度の抄読も行う。 

（４）夜勤 

夜勤を希望する場合は，日勤２日分を充てて研修するものとする。 

また，夜間に診療患者数が多いため，夜間勤務を希望される場合も勤務調整を行う。 

 

・救急部（選択科目）での研修方法 

基本的には必修科目に同じであるが，夜勤については毎週１回（日勤２日分）程度を原則とする。 
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５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

月  

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

診 療 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

 

火   

水   

木  抄読会 

金   
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金沢医科大学病院 

 

  

診療科名 救命救急科 

研修責任者名 和藤幸弘 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 医師としての適切な診療態度の基本を習得する。 A-1、A-2、A-3、B－１ 

2. 救急外来受診患者の初期診療において、緊急性の高い病態を見逃さな

いよう診療できるようにする。 

C-1、C-３ 

3. 経験した症例の疾患損傷を調べて検討する B-8、A-4 

4. 病棟、ICU において重症患者管理を学ぶ。 C-2 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 上級医の指導下に救急外来受診患者に診療を行う 

2. 受診患者に適切な診察、検査を選択して実施する 

3. 週２回のカンファレンスで経験した症例、学んだことを発表する。 

4. チームで病棟、ICU の患者を受け持つ。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

心肺停止（二次救命処置）、各種ショック 

気胸・血胸（胸腔ドレナージ）  各種薬物中毒（胃洗浄、血液浄化）  中心静脈穿刺 

外傷（切開、縫合）  髄膜炎（腰椎穿刺・髄液採取）など 

急性腹症、意識障害など 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価を行う。 

 担当患者の診療や、カンファレンスでのプレゼンテーションを通じ、疾患に対する知識、技術に加

え、患者に接する態度、診療チームの一員としての姿勢なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

夜勤 平日週１回  日曜日 月１回勤務 
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石川県立中央病院  

救命救急センター 

 

◆ 一般目標 

１  社会発展に貢献する使命感と責任感を有する 

２  自己の能力の限界を自覚し、他の専門職と連携する能力を有する 

３  チーム医療のコーディネーターとしての機能を有する 

４  後輩の医師に対し指導ができる能力を有する 

５  救急患者の受け入れと対応が迅速にできる 

６  救急搬送機関からの受け入れ要請（ホットライン）あるいは他院からの転院搬送患者に対して対応

が迅速にできる 

７  緊急を要する病態と要しない病態の判断ができる 

８  自己の能力を客観的に知り、対応困難と判断した場合、上級スタッフや専門医へのコンサルトが適

切にできる。また、自施設での対応が困難であると判断した場合、適切な状態で適切な医療機関に

転院搬送することができる 

 

◆ 行動目標 

１ 基本処置を理解して適切に行える 

① バイタルサインのチェック 

② 第一印象における“Sick”の判断 

③ 問診と理学所見のとりかた 

④ 止血と創傷処置 

⑤ 局所麻酔法 

⑥ 包帯法 

⑦ 静脈路（末梢）確保 

⑧ 心電図測定 

⑨ 意識障害の重症度判断 

⑩ 抗生物質投与の基本 

⑪ 解熱鎮痛薬の使い方 

⑫ 輸液 

⑬ 導尿・膀胱留置カテーテル挿入 

⑭ 胃管挿入 

⑮ 動脈穿刺 

⑯ 副子固定 

⑰ 酸塩基平衡／血液ガス／電解質測定 

  ⑱ 感染対策 

 

２ より高度な処置が適切に行える 

① バッグマスクによる人工呼吸 

② 気管挿管 



- 121 - 

 

 

 

③ 胸骨圧迫式心マッサージ 

④ 除細動 

⑤ 中心静脈確保／ＴＰＮのメニューを作成できる 

⑥ 動脈ラインの確保 

⑦ レスピレーターの管理／設定 

⑧ 胸腔穿刺／胸腔ドレーン挿入 

⑨ 気管切開／輪状甲状間膜穿刺・切開 

⑩ 胃洗浄 

⑪ 血液浄化法 

⑫ 開胸心マッサージ 

 

３ 緊急時の検査所見を総合的に解釈できる 

画像所見（エコー、レントゲン、ＣＴ）、心電図、血液検査 

 

４ 下記の病態に対する初期治療が行える 

① 呼吸困難 

② 意識障害 

③ ショック 

④ 虚血性心疾患 

⑤ 急性腹症 

⑥ 急性中毒 

⑦ 外出血 

⑧ 頭部外傷 

⑨ 胸部外傷 

⑩ 脊椎／脊髄損傷 

⑪ 腹部外傷 

⑫ 骨盤外傷 

⑬ 心肺蘇生 

 

５ 処置や入院および手術の適応および治療の優先度の判断ができる 

① 各科専門医へのコンサルタントの必要性が判断でき、専門医の指導下での処置に参加できる 

② 各種のスコアリング（ＩＳＳ，ＡＩＳ，ＲＴＳ，ＡＰＡＣＨＥなど）を理解する 

   

６ 重症疾患の集中治療ができる 

① 呼吸不全 

② ショック 

③ 意識障害 

④ 中毒 

⑤ 溺水 

⑥ 多発外傷 

⑦ 重症・特殊感染症 

⑧ 熱傷 
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７ 救急医療にかかわる法律や社会環境を理解し、地域医療の向上に貢献できる 

① 司法／行政とのかかわり 

② 診断書の作成 

③ ＢＬＳ／ＡＣＬＳを指導できる 

④ メディカルコントロールへの参加 

⑤ 災害時医療への参加 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

9:00～ 

ミーティング 

 

 

9:00～ 

ミーティング 

 

 

9:00～ 

ミーティング 

 

 

9:00～ 

ミーティング 

 

 

9:00～ 

ミーティング 

 

 

      

午 

後 

15:00～ 

カンファレンス 

回診 
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◆ 地域医療 ◆ 

カテゴリー：必修科目 

研修場所：公立つるぎ病院、珠洲市総合病院、市立輪島病院、公立穴水総合病院、 

公立宇出津総合病院、やなぎ内科クリニック、やまかわ内科クリニック 

やまと＠ホームクリニック 

期 間：２年目に４週間（必修） 

下記地域病院または診療所より１か所選択し、４週間の研修を行う。 

 

〔地域病院〕 

・公立つるぎ病院 （石川県白山市） 

・珠洲市総合病院 （石川県珠洲市） 

・市立輪島病院（石川県輪島市） 

・公立穴水総合病院（石川県鳳珠郡穴水町） 

・公立宇出津総合病院 （石川県能登町） 

 

〔診療所〕 

・やなぎ内科クリニック（石川県白山市） 

・やまかわ内科クリニック（石川県野々市市） 

・やまと＠ホームクリニック（石川県金沢市） 

 

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 二上 文夫 金沢赤十字病院医療社会事業部長 指導医 

研修実施責任者 谷 卓 公立つるぎ病院 指導医 

研修実施責任者 浜田 秀剛 珠洲市総合病院院長 指導医 

研修実施責任者 品川 誠 市立輪島病院院長 指導医 

研修実施責任者 島中 公志 公立穴水総合病院院長 指導医 

研修実施責任者 長谷川 啓 公立宇出津総合病院院長 指導医 

研修実施責任者 柳 昌幸 やなぎ内科クリニック院長 上級医 

研修実施責任者 山川 治 やまかわ内科クリニック院長 上級医 

研修実施責任者 大和 太郎 やまと＠ホームクリニック 指導医 

 

研修医のための宿舎：珠洲市総合病院   有（４戸） 

          市立輪島病院    有（４戸） 

          公立穴水総合病院  有（３戸） 

          公立宇出津総合病院 有（２戸） 

交通手段：公共機関を利用（費用は金沢赤十字病院が全額実費支給） 
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一般目標（地域医療全体） 

 地域医療を必要とする患者とその家族のニーズに応えるために、地域おける医師の役割を理解し、

人間性豊かな全人的医療を行うことができる。 

 

行動目標（地域医療全体） 

１）患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）について理解し、実

践する。 

２）診療所の役割（病診連携への理解を含む。）について理解し、実践する。 

３）へき地・離島医療について理解し、実践する。 

 

※地域病院は各研修スケジュールを参照。 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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 公立つるぎ病院  

指導体制： 

研修実施責任者  病院長 高澤 和也 

指導医      杉本 尚樹、小矢﨑 直博、富田 寛、池田 直樹、花岡 里衣、三崎 俊光 

 

科目責任者からのメッセージ 

 白山麓は、石川県で最も広い医療過疎地であり、積雪によって更に通院困難となる中山間地域であ

る。この地域の医療を担当する公立つるぎ病院での研修体験を通して、住民の医師への信頼と期待を

感じられるはずです。医師本来の使命を確認し、今後医師として生きてゆく精神的基盤形成に寄与で

きればと願います。今後二度とできない経験となるかも知れません。 

 

一般目標 

 多くの地域住民が心身ともに健やかに暮らせるよう、地域における医療、保健、福祉、介護を体験

し、その分野を含めた地域包括医療（ケア）を理解し、実践するための臨床能力（知識、技術、態度）

を身に付けるとともに、地域医療とプライマリ・ケアの重要性を認識し、地域保健行政及び医師の役

割を理解する。 

 

行動目標 

1．地域包括医療の理念と方法論を理解する。 

2．全人的アプローチを理解し、実践する。 

3．プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。 

4．在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。 

5．リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。 

6．介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。 

7．保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。 

8．保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。 

9．関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。 

10．医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。  
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指導原則・方法 

1. 地域包括医療・ケアの理念と方法論は講義で理解する。 

2. 全人的アプロ－チは、身体、心理、社会的側面から患者・家族のニ－ズを把握できるように指導

医から ICを学ぶ。 

3. プライマリ・ケアは病院、付属の吉野谷・白峰診療所で新患診察を行い、病棟回診では多くの疾

患を経験し日常診療の知識、技術、態度を学ぶ。 

4. 在宅医療（ケア）に必要な基本的知識、リハビリテ－ションの理解は講義で行い、看護師と共に

訪問診察に出かけ、患者・家族に適切なアドバイスをする。また、リハビリを必要とする患者を

担当し、リハビリ依頼書記載やカンファレンスを行う。 

5. 地域リハビリテーションの理解は講義で行い、急性期、回復期リハを必要とする患者を担当しリ

ハ依頼書記載やカンファレンスを行う。 

6. 介護保険制度の仕組みは講義で理解し、主治医意見書を作成する。 

7. 予防医学の実際として健康診査の事後指導を行い、学童に対して生活習慣病、禁煙についての説

明を行う。また、健康教室、健康相談に参加する。 

8. 地域の保健福祉行政を講義で理解し、介護老人保健施設、市保健センター、地域包括支援センタ

ー、社会福祉協議会、訪問看護ステ－ションの実際を見学する。また、各職種合同による連絡会

議に参加して連携の実際を体験する。 

9. 病病・病診連携あるいは施設との連携の意義、必要性は講義で理解し、実際に診療情報提供書を

作成する。また、地元医師会の勉強会に参加する。 

10. インタ－ネットなどで正確な医療情報を収集し、患者への適応を判断し EBM を実践する。 

11. 指導医の監督のもと月 1回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

研修スケジュール 

第一週 （地域医療総論） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 病院施設見学 外来 

病棟 

検査等 

外来 

病棟 

検査等 

地域包括セン

ター地域見学 

外来 

病棟 

検査等 

休診 

午後 医療講義 薬剤説明病棟

回診 

手術等 病棟回診医療

講義 

巡回診療訪問

診療 

 

夕 以後 医局会議      

 

  



- 127 - 

 

 

 

第二週 （診療機能） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 外来 

救急 

病棟 

検査等 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

人工透析救急 白峰診療所診

察 

訪問リハ 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

休診 

午後 病棟回診医療

講義 

病棟回診医療

講義 

手術等 白峰診療所診

察 

訪問リハ 

訪問診療  

夕 以後 内科ＣＣ  当直業務    

 

 

第三週 （リハビリテーションの理解） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察 

訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察 

訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察 

訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

休診 

午後 吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

吉野谷診療所

診察訪問診療 

訪問リハ 

 

夕 以後   地域連携会議 各種研修会参

加 

  

 

第四週 （福祉の活動） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 外来 

救急 

病棟 

検査等 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

外来 

救急 

病棟 

検査等 

休診 

午後 病棟回診医療

講義 

病棟回診 病棟回診 訪問診療病棟

回診 

病棟回診  

夕 以後 内科ＣＣ  各種研修会参

加 

 総括まとめ  
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 珠洲市総合病院  

担当施設 

・珠洲市総合病院 

・珠洲市訪問看護ステーション  珠洲市飯田町 

・社会福祉法人 長寿会     珠洲市宝立町春日野 

  特別養護老人ホーム 長寿園 

・社会福祉法人 弘生福祉会   珠洲市三崎町小泊 

  介護老人保健施設 美笑苑 

・珠洲市社会福祉協議会     珠洲市飯田町 

  波の花デイサービスセンター （大谷町） 

  やまびこデイサービスセンター（若山町上黒丸） 

  みさきデイサービスセンター （三崎町宇治） 

 

指導体制 

研修実施責任者  珠洲市総合病院長 浜田 秀剛 

指導医      内科医長     小泉 順二 

上級医      内科医長     西岡 亮 

 

科目責任者からのメッセージ（特徴） 

 能登半島の最先端に位置し、過疎化・高齢化が進み、冬期間は積雪も多く厳しい土地柄ですが、人

情味あふれる地域の基幹病院で、のんびり、ゆっくり、そして、忙しく研修していただけると思いま

す。 

 

一般目標 

 地域に根ざした医療と健康管理を基盤とした、地域保健、健康増進活動およびプライマリ・ケアか

らリハビリテーション、さらに在宅医療サービスに至る連続した包括的な地域医療を理解し、保健医

療・公衆衛生の重要性を学ぶ。 

 

行動目標 

１）在宅の脳血管障害・骨折等による寝たきり患者への在宅・訪問医療の意義を理解し、必要な知識、

技術、態度を習得し参加する。 

２）脳神経外科等の救急医療に必要な知識、技術、態度を修得し参加する。 

３）急性期病棟、療養型病棟の意義を理解し、その実際を習得する。 

４）生活習慣病予防の意義を理解し、予防活動（健康講座・講演会など）を実践し、理解を図り、参

加する。 

５）地域の健康づくりを図るため、小児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりに関わる保健指導

等を行う。 

６）結核、食中毒、感染症などの事例により、地域の健康危機管理の必要性について学ぶ。 

７）根拠法令に基づいた地域保健活動を学び、健康増進の基礎の重要性を学ぶ。 

８）保健、福祉、医療の連携意義を理解する。 

９）安全な医療を実践するための体制を学ぶ。 

10）患者が適切な医療制度を利用するための支援体制を学ぶ。 
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指導原則・方法 

１．内科・脳神経外科・リハビリテーション科を主として研修し、予防から在宅医療までの一環した

地域医療を体験する。 

２．地域医療の実践 

 管理往診、訪問診察・訪問リハビリテーションに同行する。 

３．時間外患者の診察・診断を正規当直医師とともに行なう。 

 高度医療機関へ緊急搬送時の搬送の決定、搬送中の措置を同行の医師等とともに行ない救急医療を

体験する。 

４．指導医の外来診察に参加し、診療補助・検査補助を行なう。 

 専門分野ばかりでなく、広く医療全般について学ぶことを体験する。 

５．地域医療の担い手になるよう、基礎実習を含めて研修を行なう。 

６．指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

研修スケジュール 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午 前 病院長回診 

 

外来・病棟 

外来・病

棟・検査等 

脳外科往

診・訪問診

察 

外来・病

棟・検査等 

リ ハ ビ リ

科・療養病

棟 

休診 

午 後 手術 大谷・折戸

診療所診

察・訪問診

察 

特殊検査・

アンギオ・

読影検査等 

訪問診察・

訪問看護・

画像診断等 

大谷診療所

診察・訪問

診察等 

休診 

17：15～ 手術(引き

続きの場

合) 

時間外の診

察・診断 

第３水曜日

医局会・医

薬品検討会 

時間外の診

察・診断 

正規当直医

師との当直

業務 

 

※ 週間スケジュールは変更になる場合も有ります。 

  １７：１５～以降は予定であり、変更になる場合も有ります。 

 

付記 ・医師会、診療管理会議への参加 

・医薬品検討会への参加 

・院内症例手術検討会への参加 

・救急隊員との症例検討会への参加 

・毎日の午前・午後救急外来対応 

・大谷、折戸診療所への巡回診療への参加 

・訪問診察、訪問看護への同行 

・地元医師会員との合同症例検討会への参加 
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 市立輪島病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 品川 誠 院長、外科科長 指導医 

指導医 庄田 良中 副院長、泌尿器科科長  

指導医 北  義人 副院長、内科科長  

指導医 平野 勝康 外科医長  

指導医 松本  洋 内科医長  

指導医 木下 静一 外科医長  

上級医 尾山 光一 診療部長  

上級医 福田 正基 小児科科長  

指導医 藤巻 芳寧 整形外科科長  

指導医 青山 航也 産婦人科科長  

上級医 川﨑 靖貴 内科医長  

指導医 田中 佐一郎 耳鼻咽喉科長  

  

科目責任者からのメッセージ 

 地域における医療を全体として提供する地域包括ケアを理解し、特に医療の分野では、一般的な急

性疾病の診断と外科的処置を含む治療の実践、そして慢性疾病の経過観察能力とそれに対応できる臨

床技術をしっかりと身につけることが肝要と思います。高度先進的医療に至る以前の基礎的な診療技

術の習得とともに、医療を通して地域の方々に密着し、確乎たる信頼関係を築く能力を養って下さい。 

 

一般目標 

 多くの地域住民が心身ともに健やかに暮らせるよう、地域における医療、保健、福祉、介護の分野

を含めた地域包括医療（ケア）を理解し、実践するための全人的な臨床能力（知識、技術、態度）を

身に付けるとともに、地域保健行政及び医師の役割を理解する。 

 

行動目標 

1. 地域包括医療の理念と方法論を理解する。 

2. 全人的アプローチを理解し、実践する。 

3. プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。 

4. 在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。 

5. リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。 

6. 介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。 

7. 保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。 

8. 保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。 

9. 関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。 

10. 医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。 
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指導原則・方法 

1. 地域包括医療の理念と方法論は講義で理解する。 

2. 全人的アプローチは、身体、心理、社会的側面から患者・家族のニーズを把握できるように指導

医からインフォームド・コンセントを学ぶ。 

3. プライマリ・ケアは新患診察を行い、病棟回診を見学し多くの疾患を経験し日常診療の知識、技

術、態度を学ぶ。 

4. 在宅医療（ケア）に必要な基本的知識を講義などで修得し、看護師とともに訪問診療を行い介護

者などに適切なアドバイスを行う。 

5. 地域リハビリテーションの理解は講義で行い、急性期、回復期リハを必要とする患者を担当しリ

ハ依頼書記載やカンファレンスを行う。 

6. 介護保険制度の仕組みは講義で理解し、主治医意見書を作成する。 

7. 予防医学の実際では、健康診査の事後指導を行い、学童に対して生活習慣病、禁煙についての説

明を行う。また、健康教室、健康相談に参加する。 

8. 地域の保健福祉行政を講義で理解し、町健康福祉課、在宅介護支援センター、デイサービスセン

ター、保健センター、社会福祉協議会、訪問看護ステーション等を見学する。各職種合同による

連絡会議に参加して連携の実際を体験する。 

9. 病診・病病連携の意義、必要性を講義で理解し、診療情報提供書の記載を行う。地元医師会の勉

強会に参加する。 

10. インターネットなどを用いて、正確な医療情報を収集し、患者への適応を判断し EBM を実践する。 

11. 指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 
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研修スケジュール ：１か月（１クルー×４回） 

１週間（１クルー）の予定 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午前 訪問診療打合せ 

救急 

外来 

造影検査 

病棟 

内視鏡 

訪問看護 

訪問診療打合せ 

救急 

外来 

造影検査 

病棟 

内視鏡 

訪問看護 

訪問診療打合せ 

救急 

外来 

造影検査 

他施設訪問 

病棟 

内視鏡 

訪問看護 

訪問診療打合せ 

救急 

外来 

造影検査 

透析 

病棟 

内視鏡 

訪問看護 

訪問診療打合せ 

救急 

外来 

造影検査 

透析 

病棟 

内視鏡 

病棟総回診 

訪問看護 

午後 訪問診療 

 

救急 

病棟 

訪問看護 

 

 

救急 

病棟 

訪問看護 

訪問診療と

診療所 

救急 

病棟 

訪問看護 

 

 

救急 

病棟 

訪問看護 

 

 

救急 

病棟 

訪問看護 

夜 薬説明会（１８時～） 

内科ＣＣ（１８時３０分～） 
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 公立穴水総合病院  

 

 ★研修責任者  院長                 島 中 公 志 

  研修指導医  臨床研修センター副センター長     中 橋 毅 

         院長補佐               丸 山 晃 弘 

         皮膚科医長              永 岡 徹 也 

         産婦人科医長             中 浜 之 雄 

   

 

 ★研修期間   地域医療（４週間） 

 

 ★研修目標 

   一般目標 ： へき地・山間地域等非都市部において、医療・保健・福祉・介護を体験

し、それらの総合的サ－ビス提供（地域包括医療・ケア）を理解し、地域医療とプライ

マリ・ケアの重要性を認識し、医師としての基本的使命を果たす姿勢を養う。 

 

   行動目標 

    １．地域の地理的、社会的、経済的特色を理解し、地域住民・患者の状況を的確に把

握して患者との良好な信頼関係を築いて診療にあたる。 

    ２．地域包括医療・ケアの理念と方法論を理解し、全人的アプロ－チをもって実践す

る。 

        ３．プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ、持てる能力を最大限に発揮して、

自己責任において診療する能力を養い、安全管理能力や対応能力の重要性を実感

する。 

    ４．地域における限られた医療資源の中で、緻密な連携により医療・保健・福祉の総

合的サ－ビスを提供している現場を経験し、地域チ－ム医療の重要性を認識する

と共に、チームリーダーとしての役割を果たすことを学ぶ。 

    ５．在宅医療、リハビリテ－ションの意義を理解し実践する。 

    ６．各種関係連絡会議への参加や保健事業を通じて予防医療の意義を理解し実践する。 

    ７．関係各機関との連携の実際を理解、実践し、地域医療の生活全般への関わりを実

感し、地域医療は町づくりであることを理解する。 

 

★指導原則・方法 

    １．地域包括医療・ケアの理念と方法論は講義で理解する。 

    ２．全人的アプロ－チは、身体、心理、社会的側面から患者・家族のニ－ズを把握で

きるように指導医から ICを学ぶ。 

        ３．プライマリ・ケアは病院、付属の兜診療所で新患診察を行い、病棟回診では多

くの疾患を経験し日常診療の知識、技術、態度を学ぶ。 

  



- 134 - 

 

 

 

 

    ４．在宅医療に必要な基本的知識、リハビリテ－ションの理解は講義で行い、看護師

と共に訪問診察に出かけ、患者・家族に適切なアドバイスをする。また、リハビ

リを必要とする患者を担当し、リハビリ依頼書記載やカンファレンスを行う。 

    ５．介護保険制度の仕組みは講義で理解し、主治医意見書を作成する。 

    ６．予防医学の実際として健康診査の事後指導を行い、学童に対して生活習慣病、禁

煙についての説明を行う。また、健康教室、健康相談に参加する。 

    ７．地域の保健福祉行政を講義で理解し、介護老人保健施設、町保健センター、地域

包括支援センター、社会福祉協議会、訪問看護ステ－ションの実際を見学する。

また、各職種合同による連絡会議に参加して連携の実際を体験する。 

    ８．病病・病診連携あるいは施設との連携の意義、必要性は講義で理解し、実際に診

療情報提供書を作成する。また、地元医師会の勉強会に参加する。 

    ９．インタ－ネットなどで正確な医療情報を収集し、患者への適応を判断し EBMを実

践する。 

 

 ★研修スケジュ－ル 

 

 月 火 水 木 金 土・日 

第一週 

      

第二週 

      

第三週 

      

第四週 

      

 

 

 

  

救
急
・
入
院
症
例 

地域医療

レクチャ 

高齢診療 

実習 

包括支援 

センター 

地域医療 

討論会 

包括ケア 

検討会 

救急症例 

検討会 

僻地医療 

見学 

多職種 

検討会 

ポート 

フォリオ 

発表 

研修 

修了証 

包括ケア実習 

兜診療所実習 

在
宅
医
療
実
習 
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公立宇出津総合病院  

担当施設： 

公立宇出津総合病院、能登町健康福祉課、 

町内デイサービスセンター、地域包括支援センター 

能登町社会福祉協議会、訪問看護ステーション、 

老人福祉施設（特養、養護）、グループホーム、デイケア 

療養型医療施設 

 

指導体制： 

研修実施責任者  長谷川 啓 

指導医      滝川 豊、三崎 嗣穂、舟木 洋、足立 浩司、瀬戸 啓太郎 

 

科目責任者からのメッセージ 

 地域における医療・保健・福祉を全体として提供する地域包括ケアを理解し、特に医療の分野では、

一般的な急性疾病の診断と外科的処置を含む治療の実践、そして慢性疾病の経過観察能力とそれに対

応できる臨床技術をしっかりと身につけることが肝要と思います。高度先進的医療に至る以前の基礎

的な診療技術の習得とともに、医療を通して地域の方々に密着し、確乎たる信頼関係を築く能力を養

って下さい。 

 

一般目標 

 多くの地域住民が心身ともに健やかに暮らせるよう、地域における医療、保健、福祉、介護の分野

を含めた地域包括医療（ケア）を理解し、実践するための全人的な臨床能力（知識、技術、態度）を

身に付けるとともに、地域保健行政及び医師の役割を理解する。 

 

行動目標 

1. 地域包括医療の理念と方法論を理解する。 

2. 全人的アプローチを理解し、実践する。 

3. プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。 

4. 在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。 

5. リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。 

6. 介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。 

7. 保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。 

8. 保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。 

9. 関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。 

10. 医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。 
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指導原則・方法 

1. 地域包括医療の理念と方法論は講義で理解する。 

2. 全人的アプローチは、身体、心理、社会的側面から患者・家族のニーズを把握できるように指導

医からインフォームド・コンセントを学ぶ。 

3. プライマリ・ケアは新患診察を行い、病棟回診を見学し多くの疾患を経験し日常診療の知識、技

術、態度を学ぶ。 

4. 在宅医療（ケア）に必要な基本的知識を講義などで修得し、看護師とともに訪問診療を行い介護

者などに適切なアドバイスを行う。 

5. 地域リハビリテーションの理解は講義で行い、急性期、回復期リハを必要とする患者を担当しリ

ハ依頼書記載やカンファレンスを行う。 

6. 介護保険制度の仕組みは講義で理解し、主治医意見書を作成する。 

7. 予防医学の実際では、健康診査の事後指導を行い、学童に対して生活習慣病、禁煙についての説

明を行う。また、健康教室、健康相談に参加する。 

8. 地域の保健福祉行政を講義で理解し、町健康福祉課、在宅介護支援センター、デイサービスセン

ター、保健センター、社会福祉協議会、訪問看護ステーション等を見学する。各職種合同による

連絡会議に参加して連携の実際を体験する。 

9. 病診・病病連携の意義、必要性を講義で理解し、診療情報提供書の記載を行う。地元医師会の勉

強会に参加する。 

10. インターネットなどを用いて、正確な医療情報を収集し、患者への適応を判断し EBM を実践する。 

11. 指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

研修スケジュール ： 

第一週 （地域医療総論） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 地域包括

医療講義 

地域包括

医療講義 

医療制度

等講義 

健康福祉

課見学 

社会福祉

協議会 

地域医療

連携室 

午後 病院施設

見学 

病棟回診 福祉行政

講義 

健康教室 ヘルパー

活動体験 

 

夕 以後   連絡会議 症例検討

会 

  

第二週 （診療機能） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 外来 各種検査 外来 人工透析 画像診断 休診 

午後 病棟など 訪問診療 手術検査 訪問診療 手術検査  

夕 以後 在宅介護

懇談会 

 連絡会議 薬剤説明

会 
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第三週 （リハビリテーションの理解） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 理学療法

講義 

作業療法

講義見学 

訪問リハ リハ回診 病院のリ

ハ 

休診 

午後 理学療法

見学 

作業療法

講義見学 

カンファ

レンス 

リハ回診 住宅改修

の実際 

 

夕 以後   連絡会議    

 

第四週 （福祉の活動） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 デイサー

ビス見学 

老人福祉

施設 

福祉施設

見学 

福祉施設

見学 

療養型医

療施設 

休診 

午後 訪問入浴

同行 

地域包括

支援セン

ター見学 

グループ

ホーム見

学 

デイケア 訪問看護

ステーシ

ョン見学 

 

夕 以後   連絡会議 薬剤説明

会 

総括まと

め 
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やまかわ内科クリニック   

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 山川 治 やまかわ内科クリニック院長 上級医 

 

一般目標 

 地域住民の健康維持のため、地域における医療、保健、福祉や介護との連携を体験し、地域包括医

療（ケア）を理解、実践するための知識や診療技術を身に付け、プライマリケアの現場で活用できる

ようになる。 

 

行動目標 

1）市中診療所に来院する受診者の訴えを聞いて、そのニーズを医師として適切に拾い上げ、問診・身

体所見・検査などの情報をもとに、治療・療養につなげていける。 

2）適切な診療提供・ケア提供のために、医療者間・他職種間の連携をとることができる。 

3）検査・治療のための医療機器の安全管理運用ができる。 

4）在宅医療の意義を理解し、実践する。 

5）障害者医療・福祉の現場に立ち、障害者の自立をうながすケアの在り方を考える。 

6）健診やワクチン接種等の保健事業などを通して予防医療の意義を理解し実践する。 

7）認知症など高齢者医療の抱える課題に対して、適切な対処の方法を導き出し、社会資源の活用法を

考えることができる。 

 

経験目標 

1）外来受診する患者すべての疾患（内科一般、小児初期診療、高齢者医療、禁煙外来） 

2）消化器疾患：腹部症状（腹痛、下痢、吐き気など）の初療 

3）脳神経内科疾患：頭痛の初療、パーキンソン病などの変性疾患診療、認知症の診断治療 

4）検査・処置：超音波検査、エックス線検査、心電図検査、認知症初期検査、内視鏡検査補助 

5）健診：事業所健診・特定健診の実施 

6）軽症の外傷処置  

7）ワクチン接種 

 

週間予定 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午前 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 

午後 外来診療 特別養護老人

ホーム富樫苑 

訪問診療 

訪問診療 休診 

 

特別養護老人

ホーム富樫苑 

訪問診療 

休診 
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◆ 外科 ◆ 

カテゴリー：必修科目、選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（外科）、 

     金沢大学附属病院（心臓血管外科、呼吸器外科、胃腸外科、肝胆膵・移植外科、 

内分泌・総合外科、乳腺科） 

金沢医科大学病院（心臓血管外科、呼吸器外科、一般・消化器外科、乳腺・内分泌

外科、小児外科、頭頸部外科） 

石川県立中央病院（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科） 

期 間： 

〔必修科目〕２年目に４週以上 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

 

 金沢赤十字病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 二上 文夫 副院長 副プログラム責任者 

指導医 西島 弘二 第二外科部長  

指導医 東 勇気 第三外科部長  

上級医 佐伯 昌一 外科医師  

 

科目責任者からのメッセージ 

 一般・消化器外科を中心に研修を行うことを基本とし、各専門外来（ヘルニア外来、肛門疾患外来、

化学療法外来）へも参加し各種疾患の特殊性を学んでいただきます。外科は各診療科と協力しながら

患者を治癒へと導くことができる診療科です。外科研修では手術後の患者が笑顔で退院される感動を

感じて頂きたいと思っております。 

 

一般目標： 

 外科疾患に対する基本的診断法・検査法・治療法を身につけるとともにプライマリ・ケアでの適切

な診療を修得する。また医療の根本となる患者・家族への説明と同意、チーム医療の必要性を学ぶと

共に癌末期患者における緩和医療を理解する。 

 

行動目標： 

１）腹部内臓、鼠径ヘルニアの解剖・生理・病態生理について理解する。 

２）外科疾患の診断に必要な身体的所見を正確に把握できる。 
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A）病歴の聴取やバイタルサインを把握できる 

B）全身状態、頭頸部・胸部・腹部・四肢の診察と記載ができる 

３）基本的な臨床検査を指示あるいは実施し、結果を解釈できる。 

４）血液生化学、肝機能、腎機能の結果を理解・解釈できる。 

５）胸部・腹部 X線検査の結果を解釈し、診療に活用できる。 

６）手術摘出標本について、標本の整理（計測・スケッチ・写真撮影・リンパ節の検索等）を行う 

７）一般・消化器外科の救急の初期治療に参加する。 

A）バイタルサイン・意識状態の把握、重症度および緊急度の把握ができる 

B）循環動態の把握や血管確保ができる 

C）気道の確保、人工呼吸、心マッサージができる 

D）外傷・熟傷・中毒の病態の把握ができる 

E）ショックの診断と治療に参加できる 

８）外来・入院患者の検査・診断に参加する。 

A）必要な検査の適応を判断するとともに、基本的な検査を自ら行うことができる 

B）消化管透視や内視鏡検査および腹部超音波検査に参加し、診断できる 

９）一般・消化器外科に対する基本的手技、呼吸器疾患のケアを身につける。 

A）滅菌操作の重要性を理解できる 

B）糸結び、消毒、手洗いなどができる 

C）外来で比較的簡単な創処置、縫合、止血などに参加する 

D）皮下膿瘍などの比較的簡単な切開を自ら行う 

10）入院患者の処置・治療・手術に参加する。 

A）基本的な処置や治療法を理解し行うことができる 

穿刺法（胸腔・腹腔）、ドレーンの管理、胃管・イレウス管の挿入と管理ができる 

B）基本的な手術に助手として参加する 

C）薬物療法、輸液、輸血などの作用、副作用を理解し実施することができる 

D）取り扱う消化器疾患 

食道・胃・十二指腸疾患(食道癌、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎) 

小腸・大腸疾患（大腸癌、イレウス、急性虫垂炎、痔核、痔瘻） 

胆嚢・胆管疾患(胆管癌、胆石、胆嚢炎、胆管炎) 

肝疾患(原発性・転移性肝癌) 

膵臓疾患(膵癌、急性・慢性膵炎) 

横隔膜・腹壁・腹膜(腹膜炎、急性腹症) 

E）取り扱う一般外科 

鼠径ヘルニア 

 

11）術後管理を指導医のもとで行う。 

A）バイタルサイン、水分バランスの重要性を理解する 

B）ガーゼ交換を行い、清潔操作を理解する 

C）異常事態発生時の適切な処置法やその早期発見法を学ぶ 

12）緩和ケアに参加し、終末医療を経験する。 
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指導方法・原則 

1. 指導医の監督の元に入院患者を受け持ち、患者・家族の信頼を得られるよう良好な人間関係を築

くことを修得する。また患者を全人的、科学的に診察することができるよう修練する。 

2. 指導医の下に、診断、術前検査、手術および術後管理という一連の過程に参加し、患者の臨床経

過を通して臨床医としての能力を高める。 

3. 指導医とのディスカッションやカンファランスを通して、術前診断、手術術式とそのリスクや治

療効果などを評価し、予想される術後合併症に対する治療法を学ぶ。 

4. 週に１回、外科の救急担当をし、指導医とともに外科の救急診療を行う。 

5. 基本的な外科疾患に対する診断法（造影検査、内視鏡検査、臓器穿刺による組織診断など）の介

助を務め、疾患の特徴についての理解を深める。 

6. 手術に参加し、疾患に対する外科的治療法を理解する。 

7. 入院受け持ち患者の退院後、1週間以内にサマリーを記載し、指導医の評価を受ける。 

8. NST回診、褥瘡回診、緩和ケア回診に参加する。 

9. 外科及び消化器合同カンファレンス、部長回診のほか、ＣＰＣ、院内外の研究会に積極的に参加

し発表する。また、外科関連学会等への参加、発表を行う。 

10. 指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

週間予定 

 午前 午後  

月 （外来・検査・）病棟 手術  

火 （外来・検査・）病棟 （検査・）病棟 外科カンファレンス 

水 （外来・検査・）病棟 手術 消化器合同カンファレンス 

木 （外来・検査・）病棟 手術  

金 （外来・検査・）病棟 手術  
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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 金沢大学附属病院  

≪ 心臓血管外科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

《研修プログラムの目的》 

心臓血管外科の診療に必要な基本的診断法，検査手技，基本手術手技から，心臓血管外科の最先端の治

療法までを経験し，研修期間内には基本的な診断・手術手技・周術期管理の基礎を身に付けることを目標

に研修します。心臓血管外科領域に関係した primary care や術前・術後管理ならびに外科的治療法を学ぶ

ことは，将来，心臓血管外科を希望する研修医のみならず，他科を希望する研修医にとっても有意義なこ

とと思われます。 

《当科の特徴》 

 当科は成人心臓外科，小児心臓外科，血管外科の 3 グループより構成され，冠動脈疾患，心臓弁膜症，

大動脈疾患など，すべての心臓血管外科手術を網羅しています。また地域の基幹施設としての立場から，

緊急手術，再手術，新生児や高齢者などハイリスク症例の手術にも積極的に取り組んでおります。 

 当科では患者さんにやさしい，低侵襲手術を積極的に取り入れています。人工心肺を用いない心拍動下

冠動脈バイパス術は国内屈指の症例数を誇り，良好な成績をおさめています。その他，心臓外科における

低侵襲手術として，小切開冠動脈バイパス術や，僧帽弁・大動脈弁形成術といった先進的な治療を積極的

に取り組んでいます。血管外科領域における低侵襲手術としては，大動脈瘤に対するステントグラフト内

挿術を積極的に取り組んでおり，これまで不可能であった弓部大動脈瘤や胸腹部大動脈瘤へも応用し，良

好な成績を得ています。研修医の先生方の当科での研修は基礎から最先端の医学に触れることになります。

また心臓血管外科では，患者様をトータルに診断することの重要性が理解していただけると思います。つ

まり心臓血管外科は単に心臓血管だけの知識のみでは，その治療は不完全となり，いかに呼吸器，消化器

等の全身臓器の疾患の知識，判断が必要であるが実感していただけると思います。術前管理，手術，術後

管理を通して，医療の原点を見つめていただければと期待します。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：心臓血管外科）での一般目標 

外科医として安全な医療を実践するために，医療スタッフや患者様と好ましい人間関係を形成する態度

を身につける。外科として総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知

識・技能を習得する。 

・心臓血管外科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の外科専門医を取得するに十分な外科に

関する知識，技量を修得する。心臓血管外科の診療に必要な基本的診断法，検査手技，基本手術手技か

ら，心臓血管外科の最先端の治療法までを経験し，研修期間内には基本的な診断・手術手技・周術期管

理の基礎を身に付けることを目標とする。  

 

■行動目標（SBOs） 

・外科（必修科目：心臓血管外科）での行動目標 

外科医として安全な医療を実践するために，医療スタッフや患者様と好ましい人間関係を形成する態度
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を身につける。外科として総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知

識・技能を習得する。 

・心臓血管外科（選択科目）での行動目標 

1. 病棟入院患者を受け持って，患者と医師との人間関係を実際に経験する。患者を全人的に理

解し，尊重と配慮を基本として，患者・家族と良好な人間関を確立できる。 

2. コメディカルスタッフと協調，協働し，チームの一員として行動できる。 

3. 特に関連が深い循環器内科との連携，ならびに他診療科との連携を軸とするチーム医療のあ

り方を理解し，行動できる。 

4. 心血管疾患患者に関して適切な問診，身体診察，創処置を適切に行うことができる。 

5. POMR(Problem Oriented Medical Record)に従った診療記録の記載・管理ができる。 

6. カンファレンスにおいて症例プレゼンテーションが適切にでき，転科，退院サマリーの適切

かつ適時的な作成ができる。 

7. 滅菌術着や手袋の正しい着用ができ，手指の消毒，術野の消毒，術野の準備，清潔操作を正

しく行うことができる。 

8. 四肢の脈拍触知を行い，所見をとることができる。 

9. 単純 X線検査（胸部・腹部），CT（胸部～下肢）の読影ができる。 

10. 心電図をとり，その主要所見を判読・解釈できる。 

11. 虚血性心疾患，弁膜症，大血管疾患(解離，瘤)，末梢血管疾患について，各種検査結果を総

合的に判断し治療法・手術適応を理解できる。 

12. 心臓外科領域に対する低侵襲手術（MIDCAB，OPCABなど）を経験し，知識を深める。 

13. 血管外科領域に対する低侵襲手術（ステントグラフト内挿術，血管内治療）を経験し，知識

を深める。 

14. 末梢静脈の血管確保ができ，中心静脈カテーテル挿入法が理解できる。 

15. 動脈血採血の目的と注意点を知って実施できる。血液ガス分析のデータを正しく理解し，判

定することができる。 

16. 糸結び，皮膚縫合を行うことができる。 

17. ショックの病態を理解し，バイタルサインのチェックと治療方針の決定ができる。 

18. 心停止を診断できる。閉胸式心マッサージを行うことができる。電気的除細動を行うことが

できる。 

19. 蘇生法を正しく理解し，人工呼吸・補助呼吸を行うことができる。 

20. 補助循環(IABP，PCPS，人工心肺)について，装置と適応について理解できる。 

21. 心臓カテーテル法，動脈，静脈造影について理解できる。 

22. 循環作動薬，抗不整脈薬，抗凝固薬について知識を深める。 

23. 気管内挿管による気道確保，経皮的気管切開，人工呼吸器の設定，管理，中心静脈確保，動

脈圧モニタリング，スワンガンツカテーテル挿入およびモニタリング，循環作動薬の選択お

よび使用など，心臓血管手術時ならびに周術期集中治療管理において実践される手技，治療

について精通し，指導医のもとに基本的手技を実施ないし補助できる。 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：心臓血管外科），心臓血管外科（選択科目）の指導体制 

（１）責任者体制 
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心臓血管外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての

責任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催す

る。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：竹村 博文（教授，先進総合外科） 

②研修カリキュラム作成責任者：飯野 賢治（講師） 

③研修指導医責任者：木村 圭一（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき最低 1 名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に２０人前後の入院患者（うち新患１５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，達成の有無を自己評価及び必須のレポートを

提出する。指導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は研修診

療科での評価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：心臓血管外科），心臓血管外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 
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・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）やグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を１０日以内に必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時３０分～午前１２時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修 

研修期間の内，関連病院で研修を行うことも可能である。 

 

５．週間スケジュール 

 
 

曜日 

時間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

月  手術研修 手術研修  

胸
部
フ
ィ
ル
ム 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

循
環
器 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

  術
後 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

火 

手
術
症
例 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

教授回診 
外来研修 

・検査 
 病棟業務・検査   

ハ
ー
ト 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

（
隔
週
） 

  

水  手術研修 手術研修     術
後 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

木 

抄
読
会
・
リ
サ
ー
チ 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

グ
ル
ー
プ
回
診 

外来研修・検査  病棟業務・検査      

金  手術研修 手術研修     術
後 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 
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≪ 呼吸器外科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

呼吸器外科では肺癌（原発性，転移性）を中心に，呼吸器外科疾患全般（気胸，縦隔腫瘍，漏斗胸手術

など）を対象に診断から治療まで行っている。とくに肺癌に関しては臨床および研究の両面から診断と治

療に力をいれており，全身麻酔手術件数は年間約 300件（約 200例の原発性および転移性肺癌手術），さら

には約 200 件の気管支鏡検査症例を有している。本プログラムでは呼吸器外科の診療に必要な基礎的な知

識，技術を身につけることを目標とする。さらに当科では患者様にやさしい低侵襲手術の開発にも努めて

きたが，これら胸腔鏡下の手術手技の修練も行っていただきたい。また，胸部Ｘ線写真，ＣＴの読影にも

力を入れており学習できる。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：呼吸器外科）での一般目標 

外科として総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知識・技能を習得

する。 

・呼吸器外科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，呼吸器外科の診療に必要な基本的診断法，検

査手技，基本手術手技から，呼吸器外科の最先端の治療法までを経験し，研修期間内には基本的な診断・

手術手技・周術期管理の基礎を身に付けることを目標に研修する。  

 

■行動目標（SBOs） 

・外科（必修科目：呼吸器外科）での行動目標 

外科としての総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知識・技能を習

得する。 

・呼吸器外科（選択科目）での行動目標 

チーム医療として，専門分野内外における専門医師としての役割やコンサルトについて理解する。 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：呼吸器外科），呼吸器外科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

呼吸器外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

① 研修総括責任者：松本 勲（准教授） 

② 研修カリキュラム作成責任者：田村 昌也（講師） 

③ 研修指導医責任者：吉田 周平（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 
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受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき１～２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内（１か月間）に１５人前後の入院患者（うち新患１０人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：呼吸器外科），呼吸器外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週２回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時３０分～午前１２時） 



- 149 - 

 

 

 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・抄読会 

毎週月，水，木，金曜日の症例カンファレンス，火曜日のリサーチカンファレンス，手術カンファ

レンス，水曜日の腫瘍カンファレンス，木曜日の抄読会，さらには月一回の三科(呼吸外科，放射線

科，病理科)合同カンファレンスが行われる。（詳細は５．週間スケジュール参照） 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

 

５．週間スケジュール 
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月 
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） 
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手術研修・病棟業務 
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外来研修・検査 病棟業務・検査  

金 
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手術研修・病棟業務  
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≪ 胃腸外科，肝胆膵・移植外科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

消化器外科学に必要な解剖，生理ならびに消化器病学，移植学（肝移植）を学習します。外科診断学に

必要な各種の検査（理学的検査，消化管造影検査，上下部内視鏡検査，腹部超音波検査など）に参加し，

手術時には助手として手術に参加し，縫合・結紮などの技術を獲得できるようにします。さらに術後の呼

吸器管理，輸液管理，栄養管理の理論を学習することにより，全身管理を行える医師に育てたいと考えて

います。 

 

２．研修目標 

 

・外科（必修科目：胃腸外科，肝胆膵・移植外科）での研修目標 

■一般目標（GIO） 

① 基本的診療法の実施と所見の解釈 

② 基本的検査法の実施や指示と結果の解釈 

③ 基本的治療法の実施 

④ 基本的手技の実施 

⑤ 救急処置法の実施 

⑥ 患者や家族とのコミュニケーション 

⑦ 外科的治療法の理解 

⑧ 周術期管理 

⑨ 緩和医療や終末期医療の実施 

⑩ チーム医療 

 

・胃腸外科，肝胆膵・移植外科（選択科目）での研修目標 

選択必修科目期間中に十分習得しえなかった研修目標を達成する。 

また，より実践的な手技の習得が可能である。具体的には以下に示す。 

① 中心静脈カテーテル挿入術  

② 胃内視鏡検査  

③ 胸腹水穿刺  

④ 開腹術 

⑤ 虫垂切除術  

⑥ 胆嚢摘除術（開腹）など 
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３．指導体制 

 

・外科（必修科目：胃腸外科，肝胆膵・移植外科），胃腸外科，肝胆膵・移植外科（選択科目）での指導体

制 

（１）責任者体制 

消化器外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：太田哲生（教授，肝胆膵・移植外科長） 

      ②研修カリキュラム作成責任者：伏田幸夫（准教授，胃腸外科長） 

      ③研修指導医責任者：二宮 致（准教授, 光学診療部長），高村 博之（講師） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名以上の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：胃腸外科，肝胆膵・移植外科），胃腸外科，肝胆膵・移植外科（選択科目）での研修方

法 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 



- 152 - 

 

 

 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

   ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

   ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

   ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶこ

と」を自らも実践する。 

（３）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

術前カンファレンスは週２回（８時～）。 

医局勉強会は週１回（８時～）。 

病理カンファレンス，消化管カンファレンス（内科合同），肝胆膵カンファレンス（内科，放射線科

合同）は月１回（１８時～）。 

（４）学会及び研究会 

   興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（５）当直 

   当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

検査※  注腸，ＣＦ，ＥＦＣＰなど 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

８:００～ ９:００ 術前ＣＣ   勉強会   術前ＣＣ 

９：００～１２：００ 外 来 手 術 
教授回診 
外 来 

手 術 
外 来 
手 術 

１２：００～１３：００ 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

１３：００～１７：００ 
検査※ 
研 究 

手 術 
検査※ 
研 究 

手 術 
検査※ 
研 究 
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≪ 内分泌・総合外科初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 
 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

甲状腺，副甲状腺外科および一般消化器外科の診療に必要な基本的診断法，検査手技，基本的な手術手

技および周術期管理の実際を経験，習得しながら，外科診療能力を身につけることを目標に研修します。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：内分泌・総合外科）での一般目標 

外科として総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知識・技能を習得

する。 

・内分泌・総合外科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。  

 

■行動目標（SBOs） 

・外科（必修科目：内分泌・総合外科）での一般目標 

外科として総合的知識の習得とともに，実際の外科的手技を通して外科治療の基本的知識・技能を習得

する。 

・内分泌・総合外科（選択科目）での行動目標 

選択必修科目に加えて，チーム医療として，専門分野内外における専門医師としての役割やコンサルト

について理解する。 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：内分泌・総合外科），内分泌・総合外科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

内分泌・総合外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括し

ての責任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開

催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：竹村 博文（教授，先進総合外科） 

②研修カリキュラム作成責任者：森山 秀樹（助教） 

③研修指導医責任者：森山 秀樹（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に 10人前後の入院患者（新患）を受け持つ。 
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（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：内分泌・総合外科），内分泌・総合外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次研修医及び学生の教育について（※選択必修科目の場合） 

   ・１年次，２年次研修医及び学生の教育について（※選択科目の場合） 

（２）病棟研修・回診 

   ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

   ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

   ・総回診や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

   ・指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

   ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）手術研修（月，水，隔週金） 

・手術入室，退室の護送：入室から手術までの準備，末梢ラインの確保などを主体的に行う。手術

前の患者の安全確保につき集中する。 

・術前準備，術後処置：必要に応じて手術機器の準備，術後の切除検体の標本整理などを指導医の

指導の下で行う。 
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・手術：手洗い，ガウンにて術野に臨む，助手として手術治療に加わる。 

・手術手技：縫合，結紮など基本的な手術手技を指導医の指導の下に行う。 

（４）外来研修（火，木：午前９時３０分～午後１時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（５）手術症例検討会・内分泌カンファレンス・医局会・抄読会 

週にそれぞれ１回。病院内横断的グループ別のカンファレンスも適宜行われる。 

（６）学会及び研究会 

興味ある症例においては，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（７）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

月  手 術 研 修 手 術 研 修 

火 
手術症例 

カンファレンス 
教授回診 外来研修・検査  病棟業務・検査 

水  手 術 研 修 手 術 研 修 

木 抄読会 
症例 
カンファ 
レンス 

科長回診 外来研修・検査  病棟業務・検査 

金 手 術 研 修 手 術 研 修 
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≪ 乳腺科 初期臨床研修プログラム及び到達目標 ≫ 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

乳腺外科を中心としており，今後ますます増え続ける乳癌に対する集学的治療法に重点をおいておりま

す。つまり，外科的治療のみならず，化学療法，放射線療法，内分泌療法などを有機的に結びつけて治療

しており，さらに癌のチーム医療，緩和治療にも積極的に取り組んでいます。 

研修では，これら各治療を履修するとともに，診断学にも精通してもらえるよう指導いたします。 

 

２．研修目標 

 

・外科（必修科目：乳腺科）での研修目標 

■一般目標（GIO） 

① 基本的診療法の実施と所見の解釈 

② 基本的検査法の実施や指示と結果の解釈 

③ 基本的治療法の実施 

④ 基本的手技の実施 

⑤ 救急処置法の実施 

⑥ 患者や家族とのコミュニケーション 

⑦ 外科的治療法の理解 

⑧ 周術期管理 

⑨ 緩和医療や終末期医療の実施 

⑩ チーム医療 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：乳腺科），乳腺科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

乳腺科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任は

研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。指

導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：太田哲生（教授） 

②研修カリキュラム作成責任者：伏田幸夫（准教授） 

③研修指導医責任者：井口雅史（乳腺科長），高村博之（講師） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名以上の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 
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各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：乳腺科），乳腺科（選択科目）での指導体制 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて記載し，最終的に指導医の承認を得る。 

・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，乳房超音波検査，各種検体の血液培養など

の基本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指

導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶ

こと」を自らも実践する。 

（３）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

術前カンファレンスは週２回（８時～） 

医局勉強会は週１回（８時～） 

病理カンファレンスは月１回（１８時～） 

（４）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（５）当直 
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当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

８:００～ ９:００ 術前ＣＣ   勉強会   術前ＣＣ 

９：００～１２：００ 外 来 手 術 
教授回診 
外 来 

手 術 
外 来 
手 術 

１２：００～１３：００ 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

１３：００～１７：００ 
外 来 
研 究 

手 術 
外 来 
研 究 

手 術 
外 来 
手 術 
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金沢医科大学病院 

診療科名 心臓血管外科 

研修責任者名 坂本 滋 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 心臓血管外科における疾患の診断と治療の能力を身に着ける B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 

2. 上級医の指導のもと開胸、閉胸の操作の基本を学ぶ A-3,B-5 

3. 循環動態を理解し、どの治療かを適切に選択する C-3,A-4 

4. 体外循環、IABP、PCPS の必要性を理解する A-4,B-5,C-3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟患者を受け持つ 

2. ICU, ハートセンターの診療に参加する 

3. 学会、研究会で症例報告をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

体外循環装着手技 

開胸、閉胸操作 

血管吻合操作 

人工呼吸器操作 

血管内治療の手技 

Ⅳ.評価 

 EPOCによる評価 

 疾患に対する知識を評価する 

 患者に接する態度を評価する 

Ⅴ.スケジュール 

月：手術 

火：外来・症例検討会 

水：手術 

木：外来・カンファランス 

金：血管内治療 
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診療科名 呼吸器外科学 

研修責任者名 浦本 秀隆 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 呼吸器分野における主要疾患の診断と治療を適切に行い、外科的治

療・内科的治療の両者に対応できる幅広い診療能力を身につける。 

A1、B2、B4、C3 

  

2. 外科的治療に関する知識・基本的手技を身につける。 B2 

3. 呼吸器外科治療に関する知識・基本的手技を身につける。 B3 

4. 気管支鏡検査・治療の知識・手技を身につける。 B3 

5. 医学・医療における倫理性を身につける。 A1, B1 

6. 科学的探究と生涯にわたって共に学ぶ姿勢を身につける。 B8, B9 

7. 医師としての基本的価値観を養う。 A1, 2, 3, 4 

8. チーム医療を実践する。 B4, B5 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持ち、初歩的な処方や指示が適切に行える（時間を決めて指導医

と診療に参加し、上記達成を目指す）。（病棟） 

2. 外来診察に参加し、外来診療を実践する。(外来) 

3. 入院患者を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する。（病棟） 

4. 研修医による患者のプレゼンテーションを簡潔正確に行う。（医局） 

① 手術適応の決定に医療チームの一員として参加できるようにする。 

5. 胸腔ドレーンの挿入と管理が適切に行える。（病棟・外来・救急） 

6. 気管支鏡検査等の基本的診療手技を身につける。（内視鏡室） 

7. 手術の手技を習得する。（手術室、医局、シュミレーションセンター、ウエットラボ） 

8. 学会・研究会などで症例報告を行う。 

① 担当患者の病態に関する文献的考察を行う。 

9. 研修医が心がけるべき点など 

① 患者を家族のように考え、チーム医療の一員としての基本と医師としての役割を身につけ

る。 

Ⅲ. 経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

ショック、発熱、頭痛、めまい、意識障害・失神、、胸痛、心停止、呼吸困難、喀血・血痰、嘔気・

嘔吐、熱傷・外傷、終末期の症候  

肺癌、縦隔腫瘍、胸膜腫瘍、転移性肺腫瘍、肺化膿症、肺結核、膿胸、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、
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気管支喘息、外傷・骨折、糖尿病 

臨床手技 ：①気道確保、②人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む。）、③胸骨

圧迫、④圧迫止血法、⑤包帯法、⑥採血法（静脈血、動脈血）、⑦注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、

静脈確保、中心静脈確保）、⑨穿刺法（胸腔、腹腔）、⑩導尿法、⑪ドレーン・チューブ類の管理、

⑬局所麻酔法、⑭創部消毒とガーゼ交換、⑮簡単な切開・排膿、⑯皮膚縫合、⑰軽度の外傷・熱傷の

処置、⑱気管挿管、⑲除細動 

検査手技 ：気管支鏡検査・治療、動脈血ガス分析（動脈採血を含む）、心電図の記録、超音波検査

等 

IV. 評価 

 EPOCを用いて評価する。 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーション・ディスカッション

を通じ、疾患に対する知識・技術に加え、患者に接する態度等も評価する。 

 気管支鏡検査手技・外科的手技の達成度について、指導医が評価する。 

V.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 手術 

 

外来診察 

気管支鏡検査 

手術 外来診察 外来診察 

気管支鏡検査 

 

午後 手術 

 

 手術 医局カンファレ

ンス 

医局会・抄読会 

気管支鏡検査  

17：00～ 多職種カン

ファランス 

 18:00 

肺癌カンフ

ァランス 

薬 品 ・ 器 具  

説明会 
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診療科名 一般・消化器外科 

研修責任者名 高村 博之 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 消化器外科分野における疾患（消化器がん，消化管穿孔，腸閉塞，胆

石症，急性虫垂炎炎，ヘルニア，肛門疾患など）の診断を正確に行い，

病態に適切に対応できる幅広い診療能力を身につける． 

B-2，B-3，C-1，C-2，C-3 

2. 消化器がん患者の病期と病態に応じて適切な術式や化学療法を選択

し，それを患者さんに説明できる能力を身につける． 

B-2，B-3 

3. 消化器がん患者とその家族に，がんの告知を行い，さらにその後の精

神的なケアーを行えるスキルを身につける．  

B-3，B-4 

4. 消化器がんのがん性疼痛患者に対して除痛を含めた緩和治療を行う

ことが可能になる．また，終末期医療を担当できるスキルを身につけ

る． 

B-3，B-4，B-5 

5. 上級医の指導のもとに，気管内挿管を行い，呼吸不全患者に対する人

工呼吸器管理を行うことが可能になる． 

B-3，B-5 

6. 上級医の指導のもとに，中心静脈確保・CV ポート留置を行い，中心

静脈栄養管理を行うことが可能になる．また，経腸栄養管理を行うこ

とも可能になる． 

B-3，B-5 

7. 上級医の指導のもとに，胃排出遅延や腸閉塞の患者に胃管挿入やイレ

ウス管挿入を行い，輸液を含めた全身管理を行うことが可能になる． 

B-3，B-5 

8. 上級医の指導のもとに，胸腔ドレナージや腹腔ドレナージを行い，ま

たこれらの抜去も経験し，適切なドレーン管理を行うことが可能にな

る． 

B-3，B-5 

9. 上級医の指導のもとに，敗血症患者や DIC 患者の病態に基づき適切

な治療を行うことが可能になる． 

B-2，B-3，B-5 

10. 上級医の指導のもとに，ソケイヘルニア根治術，腹腔鏡下虫垂切除術，

胆嚢摘除術を行うことが可能になる． 

B-3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として上級医と一緒に入院患者を受け持ち，検査，処置，手術，術後管理，合併症対応，

除痛，化学療法，放射線療法，緩和療法などの診療を担当する． 

2. 上級医と一緒に救急外来を含めた外来診察に参加する．特に，救急外来では急性腹症（腸閉塞，ヘ

ルニア陥頓，消化管穿孔に伴う腹膜炎，胆嚢炎や胆管炎，門脈血栓症・ガス血症，上腸間膜動脈解

離・血栓症など）の鑑別診断を行い，病態を把握し，適切な治療法を選択できるスキルを身につけ

る． 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し，触視診や画像検査結果，血液生化学検査結果などを参考に，鑑別診

断を行い，電子カルテに病歴要約を記録し，上級医に簡潔かつ的確に報告する． 

4. 研修医による受け持ち患者の術前カンファランスや術後カンファランスでの症例提示，月～金（毎

日）8：00～． 
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5. 上級医と一緒に学会・研究会などに参加して最新の医学の見識を深める．また自ら症例報告の発表

を行う．可能であれば，上級医の指導のもとで論文投稿を行う． 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう．また興味ある最新の論文を抄読会で発表する． 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

症候：閉塞性黄疸，下血・血便・肛門出血，嘔気・嘔吐，腹痛，便通異常（下痢・便秘），外傷 

疾患・病態：急性胃腸炎，胃癌，消化性潰瘍（穿孔・穿通），肝硬変（門脈圧亢進症），胆石症，大腸癌 

検査：動脈血ガス分析（動脈採血），腹部超音波 

検査手技：気道内挿管・人工呼吸管理，注射法（皮内，皮下，筋肉，点滴，静脈確保，中心静脈確保，

CV ポート挿入・留置），穿刺法（胸腔・腹腔），導尿法，ドレーン・チューブ類の管理，胃管・イレウ

ス管の挿入と管理，局所麻酔法，創部消毒とガーゼ交換，切開・排膿，皮膚・腹壁縫合，外傷の処置 

手術手技（執刀）：ソケイヘルニア根治術，腹腔鏡下虫垂切除術，胆嚢摘除術， 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション，カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を通じ，疾患に対する知識，技術に加え，患者に接する態度なども評価する． 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 

朝 抄読会 術前 CC 症例検討・学会

予行・研究報告 

術前 CC 病理検討会 

午前 教授回診⇒病棟

業務・検査・処

置・外来診療 

手術 病棟業務・検

査・処置・外来

診療 

手術 教授回診⇒病棟業

務・検査・処置・外

来診療 

午後 手術・学習 手術 学習 手術 手術・学習 

夕方 医薬品・医療機

器説明会 
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診療科名 乳腺・内分泌外科 

研修責任者名 井口 雅史 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 患者の問診ならびに全身および乳腺領域の診察が要領よくできる。 A-3, B-3, B-4, C-1C-2 

2. 検査（マンモグラフィ、超音波検査、MRI, CT,RI 検査、血液検査）の適応

を説明でき、読影ができる。 

A-4, B-2, B-3, C-2 

3. 穿刺吸引細胞診、針生検（超音波ガイド下）の適応を説明できる。 A-4, B-2, B-3, C-1 

4. 各種画像検査の結果を総合的に判断し、乳腺疾患の治療方針の決定

が理解できる。 

A-4, B-2, B-3, C-2 

5. 乳癌診療ガイドラインに基づいて外科療法や薬物療法や放射線療法の

適応決定を理解できる。 

A-4, B-2, B-8 

6. 乳癌手術の手技を理解できる。 A-4, B-2, C-2 

7. 転移再発乳癌に対する治療方針の適応決定を理解できる。 A-4, B-2, C-2, 

8. チーム医療を理解し、他のメンバーと強調して実践できる。 A-3, B-4, B-5, C-2 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ。 

2. 外来診療に参加する。 

3. 術前カンファレンス、抄読会、院内合同乳腺カンファレンス、教授回診に参加する。 

4. 研究会、学会地方会、全国学会に積極的に参加する。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

臨床手技 ：④圧迫止血法、⑦注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）、⑪ドレー

ン・チューブ類の管理、⑬局所麻酔法、⑭創部消毒とガーゼ交換、⑯皮膚縫合 

検査手技 ：動脈血ガス分析（動脈採血を含む）、超音波検査 
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Ⅳ.評価 

 EPOCによる評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッションを通じ、疾患に

対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

8:00-9:00  抄読会  8:30-病棟総

回診 

術前 C.C.  

午前 外来 手術 外来 手術 手術 外来 

午後 処置、針生

検、超音波 

手術 針生検、超

音波 

手術 病棟  

18：00～ 乳腺カンファ

レンス 
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診療科名 小児外科 

研修責任者名 岡島 英明 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 小児外科疾患を通して小児医療に関わるチーム医療を理解する A-3,4 B-4,5 C-1,2 

2. 小児外科疾患を通して疾患を探求する方法を実践できる B-2 

3. 症例を自ら学び、まとめ、症例呈示をすることができる B-7 

4. 小児外科膝下を通して社会制度を理解する C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示，毎週木曜日 14：00～． 

5. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

小児外科疾患一般 

小児臓器移植術後（肝移植、小腸移植） 

小児外科手術 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール  

 月 火 水 木 金 土 

午前 外来 手術 手術 教授回診 手術  

午後 講義  手術 症例カンフ

ァレンス 

  

     筆記試験  
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診療科名 頭頸部外科学講座 

研修責任者名 辻 裕之 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 頭頸部領域の解剖学を習得する A-4、B-2 

2. 頭頸部領域の臓器機能の基本を理解する（咀嚼嚥下、構音発声、内分

泌機能など） 

A-4、B-2、 

3. 頭頸部癌を正確に診断するための検査を理解し手技を経験する（視

診、触診、採血、ファイバースコープ診察、超音波など） 

A-4、B-３ 

4. 頭頸部がん取り扱い規約に基づき、上記検査に加え CT,MRI、PET

などの画像情報から TNM 分類による病期診断を理解する 

A-4、B-３ 

5. 頭頸部癌の治療法（手術、放射線、化学療法）の原則を説明でき、そ

の適応、合併症や有害事象を理解する 

C-1、C-2 

6. 頭頸部癌患者へ正しい知識で全身管理をおこない、特に高頻度に遭遇

しやすい気道、栄養管理の問題を理解する 

A-4、B-４、C-3 

7. 緩和医療について知識をもち、癌性疼痛では WHO の疼痛ラダーを説

明でき、オピオイドの薬理、毒性を理解する 

A-3、B-1、B-2、B-3 

8. チーム医療を理解し、他の医療従事者（看護師、薬剤師、ST,PT,管理

栄養士、歯科衛生士など）と良好なコミュニケーションを構築する 

A-3、B-4、B-5 

9. 患者を全人的に理解し、家族を含め良好な人間関係を構築する B-1、B-3 

10. 感染などを考慮し、患者、医療従事者にとって安全な医療を行う A-1、B-6、C-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診療に参加し、指導医のもとで検査をする 

2. 積極的に手術に助手として参加する 

3. 入院患者を受け持ち、毎週回診時に症例提示を行う 

4. 毎週カンファレンスに参加し術前の症例提示を行う 

5. 担当した症例についての治療や検査、経験した手技について教科書や文献で勉強する 

6. 不足の事態が起きた場合に状況を指導医に報告する 

7. 学会や研究会に積極的に参加する 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

検査・手技：触診、ファイバー検査、超音波、採血や注射、創部処置、簡単な切開排膿、皮膚縫

合など 

経験できる疾患：頭頸部腫瘍（良性、悪性）、嚥下障害疾患（ALS、多系統萎縮症や脊髄小脳変性症等）

など 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 診療態度（積極的な参加など） 

 症例提示の際のプレゼンテーション、ディスカッションによる評価 

 処置や手術時の実地評価 

Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 手術 外来 回診 

(AM8 時) 

手術 

外来 外来 外来 

午後 手術 

病棟 

医局会 

(PM5 時) 

病棟 手術 

病棟 

病棟 病棟 

手術 
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石川県立中央病院  

消化器外科 

 

◆ 一般目標 

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

判断を下せるようになるために基本的知識、技能、態度を身に付ける 

２  臨床医として多様な患者のニーズに対応できるよう外科的患者に関し適切な処置が 

でき（紹介ふくめる）、患者の健康を維持することができる 

 

 

◆ 行動目標 

１ 診断のための検査ができ、主要な所見を指摘できる 

⑩ 胃・十二指腸透視 

⑪ 注腸透視 

⑫ 瘻孔透視 

⑬ 腹腔穿刺 

⑭ 上・下部消化管内視鏡検査 

⑮ 超音波検査 

⑯ ＣＴの読影 

⑰ マンモグラフィーの読影 

 

２ 消毒法を理解し、実施できる 

④ 術創の包交ができる。（包交用具を清潔に操作できる）外傷の消毒ができる。 

⑤ 手術時の手洗いができる 

⑥ 採血、点滴などが清潔にできる 

 

３ 手術の適応を決定できる 

② ヘルニア 

③ 虫垂炎 

④ 胆石症 

⑤ 胃・十二指腸潰瘍 

⑥ 炎症性腸疾患 

⑦ 汎発性腹膜炎 

 

４ 術前患者のリスクの評価ができる 

④ 小児、成人、老人 

⑤ 心肺機能 

⑥ 肝機能 

⑦ 腎機能 

⑧ 代謝機能 
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⑨ 内分泌機能 

 

５ 術式を述べることができる 

② ヘルニア根治術 

③ 虫垂切除術 

④ 胃切除 

⑤ 胆のう摘出術 

⑥ 大腸切除術 

⑦ 乳腺切除術 

⑧ 食道切除術 

⑨ 膵頭十二指腸切除術 

 

６ 術後管理ができる 

② ヘルニア根治術 

③ 虫垂切除術 

④ 胃切除術 

⑤ 胆のう切除術 

⑥ 手術摘出標本の整理 

⑦ 大腸切除術 

 

７ 外来患者の小生検ができる 

① 皮膚良性腫瘍摘出 

② リンパ節生検 

③ 乳腺腫瘍生検 

 

８ 皮膚の切開、縫合ができる 

 

９ 救急患者に対して外来小外科的処置、あるいは応急処置ができる 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:00～ 

手術 

 

7:30～ 

病棟 

8:30～ 

外来 

7:30～ 

病棟 

8:30～ 

外来 

7:30～ 

病棟 

8:30～ 

外来 

7:30～ 

病棟 

8:30～ 

外来 

      

午 

後 

13:30～ 

手術 

 

13:30～ 

手術 

 

15:30～ 

カンファランス 

抄読会 

13:30～ 

手術 

 

13:30～ 

手術 

 

14:30～ 

カンファランス 
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◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   まず患者さんの横にいて、すべての事を患者さんから学んでください。 

   朝は 8:00 から必ず回診、少なくとも朝・夕２回の回診。 

   カルテの記載はしっかりとして下さい。 

   新しい医療、外科手術を学んで下さい。 
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心臓血管外科 

 

◆ 一般目標 

１  心臓・大血管・末梢血管及びリンパ管の疾患において病態の把握、診断と治療の知識並びに技術、

態度を修得する 

２  手術前・中・後の患者管理と緊急時を含む患者対応の修練を積む 

 

 

◆ 行動目標 

１ 以下の診断・検査につき、知識、技術を修得する 

① 心電図、胸部・腹部ＣＴおよびＭＲ検査による診断 

② 循環器薬剤の知識、処方 

③ 下肢静脈瘤の診断、検査法 

④ 末梢動脈疾患の診断、非観血的検査法 

⑤ 動静脈血管造影法 

⑥ 心臓カテーテル検査 

 

２ 以下の処置法につき修得する 

① 創傷処置 

② 末梢動静脈穿刺 

③ 中心静脈穿刺 

④ スワンガンツカテーテル挿入、管理 

⑤ 胸腔ドレナージ挿入、管理 

⑥ ＩＡＢＰ挿入、管理 

 

３ 手術患者の管理ができる 

④ レスピレーターによる呼吸管理 

⑤ 循環器薬剤の使用法 

⑥ 輸液管理 

⑦ 心肺蘇生法 

⑧ 人工心肺の運転管理 

⑨ 合併症に対する処置 

 

４ 手術知識及び技術を十分に修得して手術に参画する 

③ 手術助手 

 

 

 

 

 

 



- 173 - 

 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   教えてもらうのを待つのではなく自ら学ぶ態度を持って下さい。 

   診療に積極的に参加してください。 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:00～ 

回診 

8:30～ 

ハートカンファ 

9:00～ 

手術 

8:00～ 

回診 

8:30～ 

ハートカンファ 

9:00～ 

病棟業務または 

手術 

8:00～ 

回診 

8:30～ 

ハートカンファ 

9:00～ 

病棟業務または 

手術 

8:00～ 

回診 

8:30～ 

ハートカンファ 

9:00～ 

手術 

8:00～ 

回診 

8:30～ 

ハートカンファ 

9:00～ 

病棟業務または 

手術 

      

午 

後 

 

手術および 

術後管理 

 

 

手術または 

病棟業務 

 

 

手術または 

病棟業務 

 

 

手術および 

術後管理 

 

 

手術または 

病棟業務 
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呼吸器外科 

 

◆ 一般目標 

１  呼吸器外科で扱う検査の基本知識・手技を修得する 

２  呼吸器外科で扱う処置を修得する 

３  局所麻酔下の処置、手術を修得する 

４  必要な手術法につき修得（術後管理）する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 以下の検査につき修得する 

⑱ 気管支鏡 

⑲ 胸部Ｘ線、ＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴの読影 

⑳ 胸腔ドレーン管理 

21 肺機能検査 

22 肺穿刺、胸腔穿刺 

23 硬性鏡 

24 縦隔鏡 

 

２ 以下の処置につき修得 

⑩ 胸腔ドレーン挿入（トロッカー、胸中穿刺キット） 

⑪ 中心静脈挿入 

⑫ 動脈穿刺、カテーテル挿入 

 

３ 局所麻酔下の処置、手術修得 

② 気管切開 

③ ミニトラック、トラヘルパーの挿入 

④ 鎖骨上リンパ節生検（頸部） 

⑤ 呼吸理学療法 

 

４ 手術の修得 

② 開胸及び胸腔鏡下手術（嚢胞性肺疾患） 

③ 開胸及び胸腔鏡下手術（肺癌） 

④ 開胸及び胸腔鏡下手術（縦隔腫瘍） 

 

５ 重症呼吸管理につき修得する 

① 肺理学療法 

② 人工呼吸器の管理 

③ 栄養管理（中心静脈、経管栄養） 

 

 



- 175 - 

 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   １ 胸腔鏡を用いたいわゆる低侵襲手術から他臓器合併切除などを伴った拡大手術まで幅広い呼吸

器外科領域の手術を見学できると思います。 

   ２ 縦隔鏡や硬性気管支鏡を用いた気道ステントの挿入など、腔内治療や検査なども積極的に行っ

ています。 

   ３ 当科では積極性、自主独立の精神、勤勉を尊び、情熱のある人材の育成に努めております。 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:00～ 

病棟回診 

9:00～ 

手術 

8:00～ 

病棟回診 

8:00～ 

カンファレンス 

9:00～ 

手術 

8:00～ 

病棟回診・病棟処置 

8:30～ 

外来 

8:00～ 

病棟回診 

9:00～ 

手術 

8:00～ 

放射線科・内科との
合同カンファレン
ス 

8:30～ 

理学療法部との合
同カンファレンス 

8:45～ 

病棟回診 

9:00～ 

外来 

      

午 

後 

13:00～ 

手術 

術後管理 

 

13:00～ 

手術 

術後管理 

 

13:00～ 

気管支鏡検査 

 

 

13:00～ 

病棟処置 

術後管理 

 

13:00～ 

気管支鏡検査 
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小児外科 

 

◆ 一般目標 

１  小児外科疾患の概要を理解し、簡単な診察、検査、処置を修得する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 以下の基本手技を修得する 

② 注射 

③ 採血（毛管採血、静脈血、動血） 

④ 経鼻胃管 

⑤ 静脈点滴 

⑥ 輸血 

⑦ 鼠径ヘルニアの還納 

⑧ 浣腸 

⑨ 導尿 

 

２ 以下の手術について知識及び技術を十分に修得して手術に参画する 

① 鼠径ヘルニア 

② 急性虫垂炎 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 
 

8:30～ 

外来 

 

9:00～ 

検査 

 

8:30～ 

外来 

 

9:00～ 

手術 

 

8:30～ 

外来 

      

午 

後 

 

検査 

 

 

 

 

13:00～ 

手術 

 

 

 

検査 

 

 

 

13:00～ 

手術 
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◆ 小児科 ◆ 

カテゴリー：必修科目 

研修場所：金沢赤十字病院（小児科）金沢大学附属病院（小児科）、 

     金沢医科大学病院（小児科）、石川県立中央病院（小児内科） 

期 間： 

〔必修科目〕２年目に４週以上 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢赤十字病院  

指導体制 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 井上 雅之 小児科部長 指導医 

 

科目責任者から研修医へのメッセージ 

 小児科は「赤ちゃんから思春期まで」と守備範囲がとても広く、診療のベースとして、成長・発達

の理解が不可欠です。さらに、疾患により後発年齢や後発時期があることなどの特殊性もあります。

研修は短い期間ですが、多くの症例に触れて小児科のエッセンスを学んでほしいと思います。 

 

 

一般目標 

１)できる限り多くのこどもを診察する。 

２）こどもの特殊性（小児特有の疾患・処置法・考え方・家族への対応）を理解する。 

３）小児の成長の概略、頻度の高い疾患の診断と治療、心肺蘇生法について理解する。 

 

行動目標 

小児科疾患および小児救急医療に対応できるようになるための診断・技術を身につける。 

 

１）患児に不安を与えないように接することができる。 

２）親から必要な情報を正確に聴取できる。 

３）疾患に即した病状の説明ができる。 

疾患について・患児の状態について・治療について・予後や生活上の注意点について 

４）インフォームドコンセントに配慮した対応ができる。 

５）小児の正常な身体発育、精神発達、運動発達を理解する。 

６）感冒（かぜ症候群）の診断と治療、適切な指導ができる。 

７）咳の鑑別で、喘息、肺炎、クループなどを判断できる。 

８）発疹ので、水痘、膿痂疹、溶連菌などを判断できる。 
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９）下痢の鑑別で、ウイルス性、細菌性などを予測できる。 

10）嘔吐・腹痛を認める患児の腹部所見を正確に把握できる。 

11）脱水の判断とそれにいたる原因について的確に把握できる。 

12）髄膜刺激症状の有無を調べることができる。 

13）熱性痙攣の処置ができる。 

14）指導医のもと（もしくは単独で）採血（静脈血、耳朶、かかと）ができる。 

15）注射（筋肉、皮内、皮下）ができる。 

16）静脈ルートを確保できる。 

17）導尿ができる。 

18）小児の薬用量を理解し、それによって適切な量の薬剤が処方できる。 

19）薬剤の副作用について理解し、副作用発現時の対応ができる。 

20）小児の発達段階を踏まえ、乳児検診ができる。 

21）小児の心肺蘇生の手順、手技を踏まえて実行できる。 

 

指導原則・方法 

１．研修医は指導医とペアを組み、外来・入院患者の診察に加わる。 

２．入院患者はできるだけ指導医とともに回診し、必要な検査処置や電子カルテ記載を行う。 

３．退院時サマリーを作成し、指導医とともに振り返りを行う。 

４．研修期間にわたり、毎週木曜日の当直業務を指導医と行う。 

５．救急車の対応は、指導医とともに行う。 

 

研修スケジュール 

週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 土日 

午

前 

8 時 30分〜 

病棟回診 

9 時〜 

外来研修 

8 時 30分〜 

病棟回診 

9 時〜 

外来研修 

8 時 30分〜 

病棟回診 

9 時〜 

外来研修 

8 時 30分〜 

病棟回診 

9 時〜 

外来研修 

8 時 30分〜 

病棟回診 

9 時〜 

外来研修 

（病棟回診） 

午

後 

14 時〜 

予防接種 

＋乳児検診 

 

15 時〜 

外来研修 

15 時〜 

外来研修 

15 時〜 

外来研修 

 

※不定期で 

小児内分泌専

門外来研修 

14 時〜 

予防接種 

＋乳児検診 

 

15 時〜 

外来研修 

13時 30分〜 

病棟カンファ 

15 時〜 

外来研修 

※隔週で 

小児循環器専

門外来研修 

 

夕

方

以

降 

病棟回診 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

当直業務 

病棟回診 （病棟回診） 
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評価 

 研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科

目の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うと

ともに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研

修中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

 修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時

には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を

行い、年間指導医に報告する。 
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金沢大学附属病院  

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

小児プライマリーケアの基本を身につけることを目標とする。すなわち，一般外来にてよく遭遇する小

児特有の訴えを，実際の患者様を指導医とともに診察することで，主訴毎の鑑別診断と応急処置が的確に

行えるようになることを目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・小児科（必修科目）での一般目標 

小児科としての総合的知識の習得とともに，小児疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

・小児科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。  

 

３．指導体制 

 

・小児科（必修科目，選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

小児科での研修における管理運営は，研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：谷内江 昭宏（教授，小児科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：清水 正樹（助教） 

③研修指導医責任者：黒田 文人（特任助教，外来医長），伊川 泰広（特任助教，病棟医長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

   研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医一人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法などについて 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な対応について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必修のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 
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勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・小児科（必修科目），小児科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

・研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・教授回診（週２回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時３０分～午前１２時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

研修期間の内，関連病院である石川県立中央病院，金沢赤十字病院，金沢医療センターなどで研修

が可能である。 
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５．週間スケジュール 

 

 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

月  病棟 外来  教授回診 病棟  

火  病棟 外来  病棟・外来専門  症例検討会 

水  病棟 外来  病棟・外来専門  

木  教授回診 外来  研修医講義  

金  病棟 外来  病棟・外来専門  症例検討会 
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金沢医科大学病院  

診療科名 小児科 

研修責任者名 犀川 太 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 臓器別に偏らない「総合内科」としての医療姿勢を小児医療の現場を

通して身につける 

C-２、B-7、B-8、B-9、A-1、

A-４ 

2. 感染症分野における疾患の診断と治療の基本を身につけ、抗菌薬の適

正使用を理解し実践できる。 

C-2、B-2、A-1 

3. アレルギー疾患分野における疾患の診断と治療の基本を身につけ、急

性期対応と長期管理の違いを理解し個別治療を実践できる 

C-1、B-2、A-3 

4. 神経・痙攣性疾患分野における疾患の診断と治療の基本を身につけ、

病態に応じた急性期対応を実践できる 

C-3、B-2、B-3、A-3 

5. 内分泌代謝疾患分野における疾患の診断と治療の基本を身につけ、長

期管理の基本が理解できる 

C-1、B-3、A-3 

6. 循環器疾患分野における疾患の診断と治療の基本を身につけ、先天性

心疾患と川崎病の基本病態の理解と治療を実践できる 

C-2、B-2、B-3 

7. 腎疾患分野における頻度の多い疾患の診断と治療の基本を身につけ、

急性期の治療を実践できる。 

C-2、B-2、 

8. 血液悪性腫瘍分野における疾患の診断と治療の基本を理解する。 C-2、C-3、B-5、B-6、A-3 

9. 新生児疾患分野における疾患の診断と治療の基本を理解し、多職種ケ

ア、集学的医療のあり方を学ぶ 

C-2、B-2、B-5、A-3、A-2 

10. 小児救急集中治療分野における疾患の診断と治療の基本を理解し、集

学的医療のあり方を学ぶ 

C-3、 B-5、B-1、A-3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 研修医による担当患者の症例提示をおこなう（毎週月・木 8:00＠4E カンファレンスルーム） 

3. 入院患者の問題点の抽出と治療方針を検討する（毎日 16:00＠4E カンファレンスルーム） 

4. 外来診察（陪席）に参加する 

5. 外来で実施可能な迅速検査を実施する 

6. 乳児検診、予防接種業務に参加する 

7. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

8. 当患者の病態治療に関する文献的考察をおこなう 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

感染症：肺炎、細気管支炎、髄膜炎、敗血症、尿路感染症、ウイルス性胃腸炎、血液培養 

アレルギー疾患：気管支喘息、食物アレルギーの負荷検査 

神経・痙攣性疾患：熱性痙攣、てんかん、脳炎、髄液検査 

内分泌代謝疾患：内分泌負荷検査、マススクリーニング陽性の確認検査、糖尿病 

循環器疾患：先天性心疾患、川崎病、心エコー検査 

腎疾患：急性腎炎、ネフローゼ症候群、尿検査 

血液悪性腫瘍：白血病、リンパ腫、固形腫瘍、貧血、血球貪食症候群、骨髄検査 

乳児新生児疾患：低出生体重児、新生児高ビリルビン血症、乳児検診 

小児集中治療：ショック、敗血症、心不全、呼吸不全、人工呼吸器管理、循環管理 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療状況、ディスカッションとカンファレンスでのプレゼンテーションを通じ、疾患に

対する知識、技術に加え、患者および保護者に接する態度を評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 病棟回診 

病棟診療 

病棟診療 病棟診療 病棟回診 

病棟診療 

病棟診療 病棟診療 

午後 病棟/ 

外来診療 

病棟/ 

外来診療 

病棟/ 

外来診療 

病棟/ 

外来診療 

病棟/ 

外来診療 

 

16:00～ 症 例 検 討

（夕カンフ

ァ） 

症 例 検 討

（夕カンフ

ァ） 

症 例 検 討

（夕カンフ

ァ） 

症 例 検 討

（夕カンフ

ァ） 

症 例 検 討

（夕カンフ

ァ） 

 

17:00～    医局会   
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石川県立中央病院  

小児内科 

 

◆ 一般目標 

１  小児の成長・発達に関する知識を修得する 

２  患者、養育者の協力が得られるよう小児の年齢に応じた接し方、配慮を学ぶ 

３  養育者より子どもの病気について情報を収集する方法や子どもの病気に対する養育者の心配に対応

する方法を学ぶ 

４  乳幼児は検査値や画像診断に先行して診療者の観察と判断がなによりも重要であることから、病児

の観察から病態を推察する『初期印象診断』の経験を蓄積する 

５  成長の段階に応じた小児薬用量の考え方、補液量の計算法について学ぶ 

６  診療の基本である採血や血管確保などを経験する 

７  小児疾患の特性のひとつは、発達段階によって疾患内容が異なることである。したがって同じ症候

でも鑑別する疾患が年齢により異なることを学ぶ 

８  小児期には感染症の中でもとくにウィルス感染症の頻度が高い。熱型や発疹の特徴から病原体の推

定を行い、その病原体の同定法、固定の手順、管理の方法、治療法について学ぶ 

９  小児救急疾患の特性を知り、対処法を学ぶ。また、保護者の心理状態に配慮することの重要性を理

解する 

１０ 新生児の生理を理解し、軽症異常児の対処方法を学ぶ 

 

 

◆ 行動目標 

１ 基本的態度 

① 病児を全人的に理解し、病児・家族（母親）と良好な人間関係を確立することが                

できる 

② 指導医や専門医・他科医に適切なコンサルテーションができる 

③ 病児の疾患の問題点を抽出し、解決するための情報収集、情報の評価を行い、当 

該患児への適応を判断できる 

④ 医療事故防止および事故発生の対処について、マニュアルに沿って適切な行動が 

できる 

⑤ 院内感染対策を理解し、とくに小児病棟に特有の病棟感染症とその対策について 

理解し、対応できる 

 

２ 医療面接・指導 

① 小児ことに乳幼児に不安を与えないように接することができる 

② 保護者（母親）から診断に必要な情報、子どもの状態が普段とどう違うか、違う 

点はなにか、などについて的確に聴取することができる 

③ 保護者（母親）から発病の状況、心配となる症状、病児の発育歴、既往歴、予防 

接種歴などを要領よく聴取できる 
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３ 診察 

① 小児の身体発育、精神発達、生活状況などが、年齢相当であるか判断できる 

② 小児の全身を観察し、その動作・行動、顔色、元気さ、発熱の有無、食欲の有無 

などから、正常な所見と異常な所見、緊急に対処が必要かどうか把握して提示で 

きるようになる 

③ 咽頭の視診（とくに乳幼児）を的確に行い、記載できる 

④ 胸部の聴診（呼気・吸気の肺雑音、心音・心雑音とリズム）を行い、記載できる 

⑤ 腹部の聴診、触診を行い、腹部症状のある患児では重大な腹部所見を抽出するこ 

とができる 

⑥ 発疹のある患児では、その所見を観察し記載できる。重要な発疹性疾患の特徴を知 

り鑑別できる 

⑦ けいれんを診断できる。けいれんや意識障害のある病児では、大泉門の張り、髄膜 

刺激症状の有無を調べることができる 

⑧ 乳児健診の要点を理解する 

 

４ 臨床検査 

① 医療面接と身体診察から得られた情報をもとに必要な検査を選択でき、実施あるいは指示し、結

果を解釈できる 

② 成人との違いを踏まえて、小児特有の検査結果を解釈できる 

 

５ 基本的手技 

② 単独または指導者のもとで乳幼児を含む小児の採血、皮下注射ができる 

③ 指導者のもとで新生児、乳幼児を含む小児の静脈注射・点滴静注ができる 

④ 指導者のもとで輸液、輸血およびその管理ができる 

⑤ 指導者のもとで注腸・高圧浣腸ができる 

⑥ 指導者のもとで胃洗浄ができる 

⑦ 指導者のもとで腰椎穿刺ができる 

   

６ 薬物療法 

② 小児の体重別・体表面積別の薬用量を理解し、それに基づいて一般薬剤（抗生物質を含む）の処方

箋・指示書の作成ができる 

③ 病児の年齢、疾患などに応じて輸液の適応を確定でき、輸液の種類、必要量を決めることができる 

 

７ 小児保健 

① 母子健康手帳を理解し、活用できる 

② 予防接種の種類、接種時期、実際の接種方法、接種後の観察方法、副反応、禁忌などを理解する 

③ 虐待について説明することができる 

④ マス・スクリーニングについて理解し、異常に対し適切な初期の対応ができる 

 

８ 下記の一般症候を経験し、３症例についてレポートを作成する 

  ①体重増加不良、哺乳力低下 ②発達の遅れ ③発熱 ④脱水あるいは浮腫 ⑤発疹 

  ⑥黄疸 ⑦チアノーゼ ⑧貧血 ⑨紫斑、出血傾向 ⑩けいれん、意識障害 ⑪咳・喘鳴、呼吸困難 
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⑫頚部腫瘤、リンパ節腫脹 ⑬下痢、血便 ⑭腹痛、嘔吐 ⑮肥満 

 

９ 小児の救急医療 

② 脱水症の程度を判断でき、応急処置ができる 

③ 喘息発作の重症度を判断でき、中等症以下の病児の応急処置ができる 

④ けいれんの鑑別診断ができ、けいれん状態の応急処置ができる 

⑤ 酸素療法ができる 

⑥ 気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫式心マッサージ、静脈確保（骨髄針留置）などの蘇生術が行える 

 

１０ 新生児 

① 新生児・未熟児の生理的変動について理解し、異常事態を把握できる 

② 指導医とともに異常出産に立ち会い、出生児に対応できる 

③ 1500ｇ以下の低出生体重児の管理を経験する 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

モーニングカンファレンスでは受け持ち患者を手短に要領よく説明することができるように。午前の

外来では一般的な小児の疾患および採血・点滴などの基本的な処置を。 

日中少しでも時間があったら、病棟で患者の診療をしたり、ＮＩＣＵで赤ちゃんに哺乳させたりし

て子供になれること。 

受け持ち患者は朝・夕と１日２回の回診を原則とする。 

 

  

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:15～ 

モーニングカ

ンファレンス 
9:00～ 

外来または 

小児病棟 

9:00～ 

外来または 

小児病棟 

9:00～ 

外来または 

小児病棟 

8:15～ 

モーニングカ

ンファレンス 
9:00～ 

外来または 

小児病棟 

8:15～ 

モーニングカ

ンファレンス 
9:00～ 

外来または 

小児病棟 

      

午 
後 

 

外来または 

小児病棟 

 

 

外来または 

小児病棟 

 

 

外来または 

小児病棟 

17:00～ 

抄読会 

 

 

外来または 

小児病棟 

 

外来または 

小児病棟 
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◆ 産婦人科 ◆ 

カテゴリー：必修科目、選択科目 

研修場所： 

〔必修科目〕恵愛会松南病院、金沢大学附属病院、公立能登総合病院、 

      金沢医科大学病院、石川県立中央病院 

〔選択科目〕恵愛会松南病院、金沢大学附属病院、公立能登総合病院、 

金沢赤十字病院、金沢医科大学病院、石川県立中央病院 

期 間： 

〔必修科目〕２年目に４週以上 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

恵愛会松南病院   

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 可西 直之 (法)恵愛会松南病院院長 指導医 

指導医 野村 一人 (法)恵愛会松南病院副院長  

上級医 森田 明人 (法)恵愛会松南病院産婦人科医  

上級医 荒木 克己 (法)恵愛会松南病院産婦人科医  

 

研修医へのメッセージ： 

 当院は、昭和６１年に地域の周産期医療の質向上を目標に設立、日々努力しております。 

平成２０年にＷＨＯ ユニセフより「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受け、育児の研究にも積極

的です。婦人科領域に対しては、プライマリ・ケアを行ない、また、一般健診、癌健診等地域の健康

増進に寄与しています。 

 

一般目標： 

 女性特有の疾患および妊産褥婦に対するプライマリ・ケアを行えるために、産婦人科診療に関連す

る基礎的知識と基礎的技能を修得する。 

 

行動目標： 

（１）基本的産婦人科診療能力 

1) 問診及び病歴の記載ができる。 

2) 産婦人科診察法 産婦人科診療に必要な基本的態度・技能を身につける。  

3) 検査結果を患者・家族にわかりやすく説明できる。 

 

（２）基本的産婦人科臨床検査 

1) 産婦人科で行われる検査を列挙できる。 
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2) 婦人科内分泌検査（基礎体温表、頸管粘液検査、ホルモン負荷テスト）結果を解釈できる。  

3) 不妊検査法を列挙できる。  

4) 妊娠の検査・診断を実践する。  

5) 女性器感染症を列挙し、必要な検査を選択できる。  

6) 女性器腫瘍を列挙し、必要な検査を選択できる。  

7) 産婦人科領域で行われる内視鏡検査を列挙できる。  

8) 産婦人科領域で行われる内視鏡検査を経験する。  

9) 超音波検査を実施する。 

10) 放射線学的検査法の胎児に対する影響を説明する。 

11) 必要な放射線学的検査法を選択できる。  

 

（３）基本的治療法  

1) 薬物の作用、副作用、相互作用について理解する。 

2) 妊産褥婦ならびに新生児に対する投薬の問題点、治療をする上での制限等について説明できる。 

3) 胎児の器官形成と臨界期、薬剤の投与の可否、投与量等に関する特殊性を理解する。 

 

（４）急性腹症 

1) 産婦人科領域の急性腹症の原因病態を列挙し、鑑別できる。 

2) 適切に専門医にコンサルテーションできる。  

 

（5）経験が求められる疾患・病態  

〔産科関係〕  

1) 妊娠・分娩・産褥ならびに新生児の生理を理解する。  

2) 妊娠の検査・診断を理解する 

3) 正常分娩・産褥を経験する 

4) 腹式帝王切開術を経験する  

5) 流・早産の管理を述べることができる 

6) 産科出血に対する応急処置法を述べることができる。 

7) 乳腺炎に対する初期治療が行える。 

 

〔婦人科関係〕  

8) 骨盤内の解剖を理解し、説明できる。 

9) 視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解し、説明できる。 

10) 婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案する 

11) 婦人科良性腫瘍の手術への助手としての参加する 

12) 不妊症・内分泌疾患患者の外来における検査と治療計画の立案する 

13) 婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画の立案する  

 

（６） その他  

1) 母体保護法関連法規を理解する。 

2) 家族計画を作成して説明できる。  
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スケジュール 

 月 火 水 木 金 

午 前 
外来診療 

病棟診療 

外来診療 

病棟診療 

外来診療 

病棟診療 

外来診療 

病棟診療 

外来診療 

病棟診療 

午 後 外来診療 

病棟診療 

または 

手術助手 

外来診療 病棟診療 

病棟診療 

または 

手術助手 

 

分娩、緊急患者、緊急手術、緊急検査には随時立ち会う 

副分娩当番を週１回行う 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢赤十字病院   

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 本保 喜康 産婦人科医師 指導医 

 

研修医へのメッセージ： 

 現在当科では婦人科の一般診察・検診及び月２回の手術を行っており、産科は休診となっています。 

 

一般目標： 

 女性特有の疾患に対するプライマリ・ケアを行えるために、婦人科診療に関連する基礎的知識と基

礎的技能を修得する。 

 

行動目標： 

（１）基本的婦人科診療能力 

1) 問診及び病歴の記載ができる。 

2) 婦人科診察法 婦人科診療に必要な基本的態度・技能を身につける。  

3) 検査結果を患者・家族にわかりやすく説明できる。 

 

（２）基本的産婦人科臨床検査 

1) 婦人科で行われる検査を列挙できる。 

2) 婦人科内分泌検査（基礎体温表、頸管粘液検査、ホルモン負荷テスト）結果を解釈できる。  

3) 女性器感染症を列挙し、必要な検査を選択できる。  

4) 女性器腫瘍を列挙し、必要な検査を選択できる。  

5) 超音波検査を実施する。 

6) 必要な放射線学的検査法を選択できる。  

 

（３）基本的治療法  

1) 薬物の作用、副作用、相互作用について理解する。 

 

（４）急性腹症 

1) 婦人科領域の急性腹症の原因病態を列挙し、鑑別できる。 

2) 適切に専門医にコンサルテーションできる。  

 

（5）経験が求められる疾患・病態  

〔婦人科関係〕  

1) 骨盤内の解剖を理解し、説明できる。 

2) 視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解し、説明できる。 

3) 婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案する 

4) 婦人科良性腫瘍の手術への助手としての参加する 
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5) 内分泌疾患患者の外来における検査と治療計画の立案する 

6) 婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画の立案する  

 

（６） その他  

1) 母体保護法関連法規を理解する。 

2) 家族計画を作成して説明できる。  

 

 

スケジュール 

 月 火 水 木 金 

午 前 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 

午 後 外来診療 病棟診療 外来診療 病棟診療 

病棟診療 

または 

手術助手 

 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時

には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を

行い、年間指導医に報告する。 
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

産婦人科では産科・周産期医療，産婦人科救急，プライマリ・ケア，婦人科腫瘍，不妊・内分泌疾患を

対象として診療を行っています。女性の健康を生涯にわたって全人的にサポートすると同時に，新しい命

の誕生を支えるという大きな社会的役割を担っています。研修を通じて産婦人科の視点から女性の健康を

考えることができる医師となることを研修の目標としています。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・産婦人科（必修科目）での一般目標 

臨床研修の到達目標に従って，産婦人科疾患ならびに周産期医療に関する基本的な知識・技能を習得す

る。 

・産婦人科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・産婦人科（必修科目），産婦人科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

産婦人科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

① 研修総括責任者：藤原 浩（教授，産婦人科長） 

② 研修カリキュラム作成責任者：中村 充宏（講師） 

③ 研修指導医責任者：水本 泰成（助教，病棟医長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき１～２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提
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出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・産婦人科（必修科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

・研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時～午前１２時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 
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研修期間の内，関連病院である荒木病院，恵愛病院，恵愛会松南病院，佐川クリニック，めぐみク

リニックのいずれかで１～２週間の研修を行うことが可能である。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

月  
産
科
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ 

病棟研修・ 
指導医とのディスカッション 

症例検討会 教授回診 抄読会 

火  手 術・病棟研修 

水  病棟研修 
病棟医長回診・ 

周産期ミーティング 

木  手 術・病棟研修 

金  病棟研修・指導医とのディスカッション 
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公立能登総合病院 

指導体制： 

①担当科：産婦人科  

②スタッフ 

役  割 氏  名               職  名 臨床経験年数 

指導・教育方法につい

ての講習会の受講の有

無 

科目責任者 富澤  英樹 部 長 ２４年 有 

上 級 医 島田   菫 医 師  ４年  

③研修医数：２名以内 

 

ⅰ.科目責任者からのメッセージ 

すべての人は出産により生を授かります。生を授かり生きながらえる人の半数以上が女性

です。産婦人科領域の知識は医師として必要不可欠であり、担当期間中にできるだけ多くの

ことを身につけることで、皆さんの今後の診療に役立つことを願います。将来周産期医療を

目指す方については、より実践的なカリキュラムを用意しますので、申し出てください。 

 

ⅱ.一般目標 

産婦人科疾患に対し、正確な診断を下し、適切な治療を想定できる医師となるため、様々

な産婦人科疾患の診療経験を積む。産婦人科医への紹介が必要な時はその判断ができるよう

になることが最低限の目標である。分娩に関して正常分娩、異常分娩、帝王切開分娩を数多

く経験することを目標とする。 

 

ⅲ．指導原則・方法 

①  病棟を担当し、産科、婦人科医療スタッフとして、診療にあたる。 

② 指導医の外来に参加し、診療、検査を行う。  

③ 時間外患者の診察、診断を当直医とともに行ない、入院手術となれば指導医の指

導の下、治療を行なう。 

④ 週一回医師のカンファレンスに出席し、産婦人科領域の最新の知識に触れるとと

もに、論理的思考を育むことを目的とする。 
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ⅳ．週間スケジュール（表） 

曜日･時間 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

月   

外来（産科・

婦人科） 

 病  棟 
症例検討会 

抄読会 
   

火    
１ヶ月 

健  診 
病 棟       

水    病 棟       

木    手 術 

小児科との 

合同ｶﾝﾌｧﾚﾝ

ｽ 

   

金    手 術      

※ 分娩、緊急患者、緊急手術には随時立ち会う。 
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金沢医科大学病院  

診療科名 産婦人科 

研修責任者名 笹川 寿之 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 標準的な医療を提供する C-1、C-2、C-3 

2. 患者から信頼される A-2、B-4 

3. 女性を生涯にわたってサポートする B-9 

4. 産婦人科医療の水準を高める A-4、B-1、B-2 

5. 疾病の予防に努める B-6 

6. 地域医療を守る C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 新患患者に対し研修医による症例提示，毎週月曜日 16：00～． 

5. 学会・研究会などで症例報告をおこなう 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

ほとんどすべての産婦人科疾患を経験することができます。 

婦人科内分泌検査、不妊（症）検査、癌の検査、絨毛性疾患検査、感染症の検査、放射線学的検査、内視鏡検査 

妊娠の診断、生化学的・免疫学的検査、超音波検査、出生前診断、分娩監視法 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 
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Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 外来診察 外来診察 

手術 

病棟回診 外来診察 外来診察 外来診察 

午後  手術  手術   

17：00～ 症例カンフ

ァレンス 

抄読会 
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石川県立中央病院  

産婦人科 

 

◆ 一般目標 

１  産婦人科診療に必要な基本的態度、技能を身に付け、これに関連する臨床検査技術、手術手技を研

修する 

２  女性特有のプライマリケアを研修する。 

   女性の性周期に伴うホルモン環境の変化、妊娠・分娩・産褥経過、不妊症および婦人科疾患の特徴

を理解し、これらに関連する疾患を研修する 

３  女性特有の疾患における救急医療を研修する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 経験すべき診察法・検査・手技 

① 基本的婦人科診療能力 

（１）問診および病歴の記載ができる 

（２）基本的な産婦人科診察法ができる 

視診（一般的視診、膣鏡診）、触診（外診、内診、直腸診） 

② 基本的産婦人科臨床検査を実施（経験）あるいは依頼し、その結果を評価して説明 

できる         

（１）産婦人科内分泌検査：基礎体温表、各種ホルモン検査 

（２）不妊症検査：基礎体温表、卵管疎通性検査、精液検査 

（３）妊娠診断：免疫学的妊娠反応、超音波検査 

（４）感染症の検査：膣トリコモナス、カンジダ、クラミジア感染症 

（５）細胞診、病理組織検査：子宮膣部細胞診、子宮内膜細胞診、病理組織生検 

（６）内視鏡検査：コルポスコピー、腹腔鏡、子宮鏡 

（７）超音波検査：ドップラー法、経腹・経膣超音波検査 

（８）放射線学的検査：骨盤計測、子宮卵管造影法、ＣＴ、ＭＲＩ 

③ 基本的薬物治療法：薬物の作用、副作用、相互作用について理解（特に妊娠中の薬 

物の影響を理解）し、薬物治療ができる  

（１）処方箋の発行ができる 

（２）注射の施行ができる 

 

２ 経験すべき症状・病態・疾患 

① 頻度の高い症状：腹痛、腰痛について患者の臨床症状と身体所見、簡単な臨床検査に基づいた鑑別

診断と初期治療に参加する 

（鑑別すべき疾患：子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜炎、子宮傍結合繊炎、子宮留血腫、子宮留膿腫、

月経困難症、子宮付属器炎、卵管留水腫、卵管留膿腫、卵管子宮内膜症、卵管過剰刺激症候群、排卵

痛、骨盤腹膜炎、骨盤子宮内膜症、切迫流早産、常位胎盤早期剥離、切迫子宮破裂、陣痛など） 
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② 緊急を要する症状・病態 

（１）急性腹症：救急医療として女性特有の急性腹症の病態を理解し初期治療に参加する（子宮外妊娠、

卵巣腫瘍茎捻転、卵巣出血など） 

（２）流早産および正期産 

 

③ 経験が求められる疾患・病態 

（１）産科関係（新生児については小児科研修でおこなう） 

1. 妊娠・分娩・産褥の生理の理解 

2. 妊娠の検査・診断 

3. 正常妊婦の外来管理 

4. 正常分娩第１期ならびに第２の管理 

5. 正常頭位分娩における児の娩出前後の管理 

6. 正常産褥の管理 

7. 腹式帝王切開術の経験 

8. 流・早産の管理 

9. 産科出血に対する応急処置法の理解 

    〈正常分娩、帝王切開手術症例について、各１例症例レポートを提出する〉 

（２）婦人科関係 

1.  骨盤内の解剖の理解 

2. 視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解 

3. 婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案に参加 

4. 婦人科良性腫瘍の手術に参加 

5. 婦人科悪性腫瘍の早期診断法の理解 

6. 婦人科悪性腫瘍の手術に参加 

7. 婦人科悪性腫瘍の集学的治療の理解 

8. 不妊症の治療計画の立案に参加 

9. 婦人科性感染症（ＳＴＤ）の検査・診断・治療計画の立案に参加 

  〈子宮、卵巣の良性腫瘍について、各１例症例レポートを提出する〉 

（３）婦人科癌終末期の緩和ケアを経験する 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:30～ 

ミーティング 

 

9:00～ 

外来または回診 

8:30～ 

ミーティング 

 

9:00～ 

外来または回診 

8:30～ 

ミーティング 

 

9:00～ 

外来または回診 

8:30～ 

ミーティング 

 

9:00～ 

外来または回診 

8:30～ 

ミーティング 

 

9:00～ 

外来または回診 

      

午 

後 

14:00～ 

手術 

 

 

14:00～ 

手術 

 

 

14:00～ 

手術 

 

 

14:00～ 

妊婦１か月健診 

 

17:30～ 

カンファランス 

14:00～ 

手術 
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◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   当科では、婦人科手術の多くは内視鏡下に行われており、悪性腫瘍手術にも応用を始めています。

また、平成１７年１２月には総合周産期母子医療センターが開設されます。県内の母胎搬送の多くを

当院で対応することになると思います。不妊治療も行っており、めまぐるしくハイテンポの中で仕事

が進んでいます。ぜひ体験してください。 
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◆ 精神科 ◆ 

カテゴリー：必修科目、選択科目 

研修場所： 

〔必修科目〕岡部病院、金沢大学附属病院（神経科精神科）、松原病院、 

      金沢医科大学病院 

〔選択科目〕岡部病院、金沢大学附属病院（神経科精神科）、松原病院、 

金沢医科大学病院 

期 間： 

〔必修科目〕２年目に４週 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

岡部病院  

指導体制： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研修プログラムの特徴および目的 

医療法人積仁会岡部病院（以下、当病院）は精神科急性期治療病棟、認知症疾患治療病棟、精神

療養病棟及び入院基本料病棟からなる病床数 325 余の中規模精神科病院で、通所施設として大規模

精神科デイケア（デイ・ナイトケア、ショートケア含む）を併設する。同一法人内に介護老人保健

施設、障害者自立支援施設を持ち、更に関連施設として精神科クリニック、自立支援給付事業所及

び地域生活支援事業所があり、入院医療から地域ケア、地域の障害者福祉まで対応できる充実した

システムのもとで、医療から福祉まで包括的なサービス提供体制が構築されている。また、認知症

疾患への対応も施設ケアから在宅サービスまで豊富なメニュ－が用意されている。研修にあたって

は、医療から福祉まで対応可能な恵まれた環境にある当病院の特性を、プログラムの中で積極的に

生かしていくこととする。 

精神疾患の多くが生物・心理・社会的なファクターが絡み合って発症し、経過中に再燃・増悪を

繰り返し不幸にも障害を残すことも少なくないことを認識し、この視点に立って全人的な医療の姿

勢を身につけ、日常診療で出会う代表的な精神疾患を対象に、急性期と慢性期、成人期や老年期、

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 長谷川 充 院長 研修実施責任者、上級医 

指導医 前田 義樹 理事長 指導医 

指導医 近澤 一夫 病棟医長 指導医 

指導医 水腰千佳子 病棟医長 指導医 

指導医 年澄 徹 病棟医長 上級医 

指導医 近澤 茂夫 医局員 指導医 

指導医 前田 珠美 医局員 指導医 

指導医 竹﨑奈津美 医局員 上級医 
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疾患と障害、心因や身体因など多面的なアプローチによって、精神医学の知識と技能および問題解

決能力を身につけることを目的とする。 

２．研修目標 

１）一般目標 

研修終了後、一般診療科の日常診療（プライマリーケア）において遭遇する機会の多い精神疾患

を客観的かつ正確に評価し、適切な治療や治療方針を決めることが出来るよう初期対応能力と問題

解決能力を習得する。主要な精神疾患患者について指導医と共に主治医として診療する。なお、精

神疾患については誤解やスティグマが残っており、研修医自身も内在する偏見を認識し、払拭して

おく必要がある。 

 

・具体的項目 

①精神症状や状態像を把握し、日常診療で求められる精神疾患や症候群の診断、治療・治療方

針など適切に対応できる能力を身につける。 

②精神医学的、精神療法的な面接法を学び、医師―患者関係の維持等コミュニケーション技術

を身につける。患者の訴えに耳を傾け、家族等の身近な人からの情報の重要性を学ぶ。 

③インフォームド・コンセント、病名告知等に必要な技術を身につける。 

④多職種との連携を密にし、チーム医療に必要な知識と技能を身につける。 

⑤精神保健福祉法を遵守し、精神科入院医療の基本を理解する。 

⑥精神科リハビリ・地域ケアなど障害者自立支援法による地域支援体制を理解し、社会資源の

活用について習得する。 

  ２）行動目標 

①主治医として、代表的かつ典型的な患者を受け持つ。 

②精神症状や状態像を把握し、正しく記載できる。 

③必要な検査を適正に指示し、その結果を判断することができる。 

④病状の重症度を評価し、適切な治療法を選択する能力を身につける。 

⑤入院治療に当たっては、重症度にふさわしい入院形態が選択できる。 

⑥インフォームド・コンセントを基本として、家族の心情にも配慮しながら患者の行動の自由

や人権を尊重した医療を行なう。 

⑦意識障害や興奮などの症例を経験し、精神科救急における診断と治療を学ぶ。 

⑧身体疾患を合併した場合には、他科との密接な連携など適切な対応がとれる。 

⑨病期に応じて薬物療法と精神療法、認知行動療法などを組み合わせた治療計画が立案できる。 

⑩向精神薬（抗精神病薬・抗うつ薬・気分調整薬・抗不安薬・睡眠導入薬）が合理的に選択で

きるよう臨床精神薬理の基礎知識を学び、臨床効果について評価する。 

⑪作業療法、レクリエーションなど病院リハビリに積極的に参加し、精神症状や精神機能への

効果について評価する。 

⑫多職種（看護師、薬剤師、作業療法士、臨床心理士、精神保健福祉士、栄養士など）との幅

広い連携、および情報の共有に基づくチーム医療の実際を学び、問題解決能力の向上を目指す。 

⑬デイケア、自立支援施設など地域ケア支援体制について理解を深める。 

⑭研修期間中に精神科クルズスを受け、精神医学、精神医療および福祉について知識と技能の

向上を目指す。 

⑮研修期間内に、研修医の同意の上当直勤務（無報酬）に就く。（月３回程度） 
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⑯統合失調症、気分障害、認知症疾患および神経症性障害など典型的な患者については、研修

終了後 1週間以内に症例レポートとして提出する。 

３．研修内容・スケジュール 

  ◆研修内容 

  １）経験する症状（病態）及び疾患或いは症候群 

 （１）経験する症状又は病態 

①不眠・過眠。 

②心気・不安・恐慌・恐怖。 

③抑うつ及び高揚気分（うつ状態、躁状態）。 

④幻覚・妄想。 

⑤意欲の異常（食欲、拒食、違食、無為、昏迷）。 

⑥記憶減退・健忘（健忘症候群など）。 

⑦意識の障害（混濁、せん妄、もうろう）。 

⑧認知症（中核症状、随伴症状）。 

 （２）経験する疾患或いは症候群 

①症状性及び器質性精神障害。 

   アルツハイマー型認知症、血管性認知症およびせん妄。 

②アルコール依存。 

③統合失調症 

④気分（感情）障害。 

  うつ病、双極性気分障害。 

⑤神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害。 

  恐慌性（パニック）障害、外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、解離（転換）性障害 

  、身体表現性障害。 

⑥摂食障害。 

⑦人格障害（境界型人格障害など）。 

 （３）経験する精神科救急医療 

①精神運動興奮と昏迷。 

②意識障害 

③自殺企図 

④恐慌性（パニック）発作 

 （４）経験する検査 

①脳波 

②頭部画像診断（CT、MRI など） 

③心理検査 
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研修スケジュール 

【1週目】 

 月 火 水 木 金 

午前 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（外

来･病棟診療） 

外来診療 

病棟診療 

病棟診療 外来診療 

病棟診療 

病棟診療 

午後 ｸﾙｽﾞｽ 

（別表） 

ｸﾙｽﾞｽ 

（別表） 

病棟診療 病棟診療 病棟診療 

 ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 薬物治療研究

会 

（症例提示・

文献紹介） 

病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 症例検討会 

 

【２・３週目】 

 月 火 水 木 金 

午前 病棟診療 外来診療（ﾃﾞｲ

ｹｱ・外来作業

含む） 

病棟診療 外来診療 

病棟診療 

病棟診療 

午後 病棟診療 

 

病棟診療 病棟診療 病棟診療 病棟診療 

副当直 ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 薬物治療研究

会 （ 症 例 提

示・文献紹介） 

病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 症例検討会 

 

【4週目】 

 月 火 水 木 金 

午前 病棟診療 病棟診療 病棟診療 各種社会復帰

施設（障害者

施設）の地域

ケア活動への

参加 

病棟診療 

午後 病棟診療 病棟診療 

 

病棟診療 

（ﾚﾎﾟｰﾄ作成） 

研修指導評価 

（最終評価） 

副当直 ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

（ﾚﾎﾟｰﾄ作成） 

薬物治療研究

会 

（症例提示・

文献紹介） 

病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

（ﾚﾎﾟｰﾄ作成） 
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（別表）クルズスの内容（講義形式） 

 内容 目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研
修
初
日
午
後 

精神保健福祉法 精神科医療の基本的事項やその手続きを

規定したもので、精神科医療に携わる上

で極めて重要な法であることを学ぶ。 

初診時を含む面接法と簡易精神療法 受診の動機、精神症状の把握等について

面接の基本的な心得について学び、面接

そのものが精神療法的意味を持つことを

認識する。 

精神科身体療法（薬物療法、電気けいれん療法） 抗精神病薬、抗不安薬、抗うつ薬等の精

神薬理作用等について、その特徴を理解

し、対象疾患や病態等その適応を理解す

る。 

精神症状と状態像 個々の精神疾患はいくつかの精神症状の

組み合わせからなる状態像として把握す

る必要があり、診断への重要な手がかり

となることを理解する。 

統合失調症 疾患特有の精神症状、経過、転帰などの

理解。 

 
 
 

研
修
二
日
目
の
午
前 

気分（感情）障害 同         上。 

アルコール・薬物依存 同         上。 

神経症性障害（不安障害、恐慌性障害、身体表

現性障害など） 

同         上。 

認知症及びせん妄、医療と介護 在宅介護が困難となった認知症患者に対

する病態と処遇選択の方策を学ぶ。 

精神科救急と地域リハビリ 精神障害者の地域ケア支援体制の理解。 

 ＊所定の日時で消化できない場合でも、研修期間内で全てを終了する。 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。 
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松原病院  

≪概要≫ 

・松原病院初期研修では臨床研修の協力型として、原則として４週間、精神科医療を学びます。 

・到達目標は以下です。 

1．精神症状のとらえ方の基本を身につける 

2．精神疾患に対する初期診断，初期的対応を経験する 

3．向精神薬による薬物療法の実際を学ぶ 

4．精神療法の実際を学ぶ 

5．デイケア、作業療法や社会機能訓練法などリハビリテーションの理解 

6．認知症疾患、身体合併症など器質的疾患の理解 

7．社会復帰や地域医療体制を理解する 

8．チーム医療への理解 

9．法に基づく医療の理解                            

 

≪勤務≫ 

・勤務日は原則月曜～金曜（祝日を除く）、勤務時間は８時３０分から１７時です。 

 

≪プログラムの概要≫ 具体的なスケジュールは別途お渡しします。 

・第１週目の午後にはクルズスを行います。内容は以下のとおりです。 

1．精神医学的面接法と精神症状の把握・診断 

2．統合失調症、気分障害，認知症の診断と治療 

3．精神薬理学 

4．精神療法 

5．心理学的検査法 

6．アルコール依存症 

7．児童・思春期精神医学 

8．精神科救急医療・危機介入 

9．睡眠障害の診断と治療 

10．身体表現性障害とストレス関連障害 

11．精神保健福祉などに関する法律 

12．精神障害者の社会復帰 

13．チーム医療、特に看護スタッフとの連携 

・毎日８時３０分からの本館２病棟の病棟カンファレンスに出席し、チーム医療を経験します。 

・第１週午前、および第２週以降は午前・午後とも、外来・入院診療の臨床研修を行います。 

・第２週からは外来においてはアナムネーゼ（病歴の聴取）を週２回行い、その後の精神科診

療に陪席します。 

・入院症例については少なくとも認知症、気分障害および統合失調症を受け持ち、症例報告を

作成していただきます。 

・第１・２・４水曜日の１６時からは医局会があり、参加いただきます。 
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≪修了時（レポート）≫ 

・認知症、気分障害および統合失調症のそれぞれの入院症例について症例報告を提出していた

だきます。 

・上記のうち 1 例を研修第 4 週目の医局会にてケースカンファレンスで報告していただきま

す。 
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

《神経科精神科の概説》 

金沢大学附属病院神経科精神科は，明治 42 年（1909）年 2 月に開設され，2009 年 11 月に 100 周年を迎

えた歴史ある教室です。これまで多くの精神科医を育成し，石川県はもとより北陸３県をはじめ日本の精

神医療の発展に貢献してきました｡社会復帰支援のための精神科作業療法室の設置をはじめとする幅広い

精神医療を展開しています｡ 

精神疾患は，全ての身体的異常を除外したうえで確定されるため，総合的な内科としての知識が必須で

あり，また習得することが求められます。また，当院は総合病院であることから，さまざまな内科外科的

疾患に随伴する精神症状・疾患を経験することが可能であり，全人間的な医療を修得することが可能であ

ると考えています。 

《研修の特徴》 

1.統合失調症，気分障害，不安障害，器質性精神障害をはじめ幅広く精神疾患に対応しています。 

2.平成 20年度より，子どものこころの診療科が独立し，児童精神医学の専門性を強化しました。 

3.リエゾン精神医学に力をいれています。意識障害や認知障害による行動障害の治療のために迅速な対応

を行っています。また，身体合併症をもつ精神疾患の患者さんの治療も積極的に行っています。 

4.心理検査のための充実したスタッフを持ち，臨床症状との対応を常に行い，治療へフィードバックして

います。 

5.新薬の臨床治験にもできる限り参加し，新薬の臨床情報の蓄積に努めています。 

6.睡眠時無呼吸や診断困難なてんかん性突発波をとらえるための画像同時記録脳波装置を持ち，睡眠障害

の診断治療のためのスタッフがいます。 

7.大学病院以外の一般病院での臨床経験が豊富なスタッフが多く，効率のよい治療を行っています。 

8.急性薬物中毒や自殺企図による身体合併症を持つ精神疾患患者を積極的に受け入れ，精神科救急にも力

を入れています。 

アメリカでは 1980年代はうつ病の時代，90年代は不安の時代といわれ，うつ病，不安障害の研究・治療

が大躍進しました。精神医学会，国が一体となって精神障害に対する偏見を無くそうという運動が繰り

広げられています。マスメディアには，かなり精神疾患が取りあげられるようになりましたが，まだま

だ精神科が理解されるようになったとはいえません。研修の第一の目的は，精神科を理解してもらうこ

とですが，それに加えて，人の心を理解することは医師にとって必須の条件だと思います。いかにして

人の心を理解するかを研修で身につけて欲しいものです。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：精神科）での一般目標 

内科としての総合的知識の習得とともに，精神科疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

統合失調症や気分障害，不安障害や認知症など代表的な精神疾患を診療できるようになることに加えて，

リエゾン･コンサルテーション等の基本的な診療技法を習得することを目指す｡患者を生物，心理ならび

に社会的にとらえる基本的姿勢を身につけるために，患者の持つ問題を身体的及び精神の両面から理解

する｡そのために，以下の知識，態度及び技能を習得する｡ 
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１）基本的な面接方法を学ぶ｡ 

２）精神症状の捉え方の基本を身につける｡ 

３）精神疾患に関する基本的知識を身につける｡ 

４）精神症状に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ｡特に精神科薬物療法についての基本的知識を

学び，自ら臨床現場で使用してみる。また，症例を通じて支持的精神療法，認知行動療法の実際

を学ぶ。 

５）心理･社会的な患者の特性に十分配慮しつつ，看護師，臨床心理士，作業療法士，精神科ソーシ

ャルワーカーなどの多職種が連携して，患者の有する問題の解決を図っているチーム医療に参加

する｡ 

６）患者家族の理解と支援の仕方を学ぶ｡ 

・精神科(選択科目)での一般目標 

選択科目での研修は，必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加え，将来の専門研修の準備の

ために，その知識，技能，態度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：精神科），精神科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

精神科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する｡研修指導全体を総括しての責任は

研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う｡ 

① 研修総括責任者：三邉義雄（教授，神経科精神科科長） 

② 研修カリキュラム責任者：金田礼三（助教，病棟医長） 

③ 研修指導医責任者：長澤達也（講師，医局長），中谷英夫（助教，外来医長）， 

廣澤 徹（助教），小野靖樹（助教），内藤暢茂（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

   研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の 1人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医一人当たりの指導医数 

研修医 1 名につき 2－3名の指導医が指導にあたる｡    

（５）担当患者予定数 

必修科目の場合：期間内に 3人前後の入院患者を受け持つ。 

選択必修科目・選択科目の場合：期間内に 10人前後の入院患者（うち新患 5人前後）を受け持つ｡ 

（６）達成度のチェック方法などについて 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う｡ 

（７）総合的な対応について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，達成の有無を研修ノートでの自己評価及び必

須のレポートを提出する｡指導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う｡ 

また，研修医は，研修診療科での評価，指導医の評価を行う｡ 

（８）緊急時の対応について 



- 212 - 

 

 

 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる｡夜間及び休日は当直医が対応し，必要に応

じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる｡ 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法の意見

を汲み上げる｡ 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：精神科），精神科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション  

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，閉鎖病棟，隔離室，物品，その他） 

・学生の教育について 

・院外実習について 

（２）病棟研修･回診 

・入院受け持ち患者の診療（原則として毎日，必要に応じて夜間・休日も行う） 

・入院患者に関しては，統合失調症，気分障害（うつ病，躁うつ病），認知症を必修症例として担当

する｡ 

・カルテの記載:指導医とのディスカッションを受けて記載する｡ 

・総回診（週 1回）や毎日の指導医との診察における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技:終夜脳波測定等の専門的手技は，指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加

する｡ 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに 1年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる｡｢教

えることは学ぶこと｣を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修(平日毎日:午前９時～午前１２時くらい) 

・新患の医療面接及び身体疾患で入院中の患者の精神症状（せん妄，抑うつ，不安，不眠など）に

対するリエゾン診療に指導医の指導のもとで自らあるいは助手として参加する｡ 

・外来では，新患診察の予備診察及び本診察の陪席をし，経験の豊富なベテラン医師の診察を間近

に見ることで，精神科診療を実践的な研修をすることができる｡またリエゾン診療に助手として同

伴することで，身体疾患に発症した精神症状(抑うつ，不安，せん妄など)の基本的な対処法を実践

的に学ぶことができる｡特にがん患者に関してはサイコオンコロジー及び緩和ケア診療に参加す

ることで，患者の全人的な苦痛感の接し方を学ぶことができる｡ 

（４）症例検討会･カンファレンス･医局勉強会 

週に 1回｡専門グループ別のものも適宜行われる。また月に一度の神経内科，脳神経外科との神経セ

ミナーに参加する｡ 

（５）学会及び研究会 
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興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する｡ 

毎月 1-2 回石川県下の医師が集まり，全国の精神科医療の最先端の医療に関する知見を石川精神科

医会に参加して勉強する(講師は主に国内の精神科教授が担当する)｡ 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く｡ 

（７）その他 

関連病院施設見学 

県立高松病院における精神科救急・急性期病棟見学，国立病院機構北陸病院における医療観察法病

棟見学，石川県立中央病院リエゾン見学などがあります。 

当科における外来患者数は全科の中でもトップクラスであり，また受診された患者さんの多様化が

進んでいます｡精神医療・精神医学に興味のある方は是非一度，当科にご連絡を御願いいたします。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

月  朝
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

外来研修  病棟診察   

火  教授回診・外来研修  病棟診察 症例検討ほか 

水  

外来研修 

 病棟診察・児童外来補助  

木   病棟診察・院外実習  

金   病棟診察   
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金沢医科大学病院  

診療科名 神経科精神科 

研修責任者名 川﨑 康弘 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 精神科領域の疾患の理解を深め、患者の問題点を把握できる。 A-2, B-3, C-4 

2. 精神科面談を身に付け、精神症状をとることができる。 B-2 , B-4, C-2 

3. 統合失調症・うつ病・認知症の診断と治療方針を把握することができ

る。 

B-2, B-3, C-2 

4. 患者背景を理解し、方策を立てることができる。 A-3 ,B-2, C-1 

5. 向精神薬の薬理学を理解し、適切な薬物療法を選択できる。 B-1, B-2, C-2 

6. 不眠やせん妄など精神科以外の診療科でもよく遭遇する症状を診断、

治療できる。 

B-2, B-3, C-1 

7. 看護師、心理師、ケースワーカーなどコメディカルと連携し、患者の

治療に当たることができる。 

B-4, B-5, C-2 

8. 頭部脳画像、脳波や心理検査など、精神科領域の検査所見を判読し、

診療に生かすことができる。 

B-2, C-1, C-2 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者を受け持つ。 

2. 外来診療において、初診患者の予診をとり、初診医の診察を補助する。 

3. 統合失調症・うつ病・認知症患者を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記載す

る。 

4. リエゾン外来に参加し、指導医の下、他診療科からのコンサルトに対応する。 

5. 新患患者、病棟受け持ち患者について教授回診前に症例提示を行う。毎週火曜日 9：00〜 

6. 病棟カンファレンスにおいて、受け持ち患者について提示し、治療方針について上級医やコメディ

カルスタッフとディスカッションする。 

7. 学会・研究会などで症例報告を行う。 

8. 医局会のケースカンファレンスにおいて担当患者を提示する（研修期間に最低１回）。 

9. 医局抄読会にて、英語論文を紹介する（研修期間に最低１回）。 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

主要疾患：統合失調症、気分（感情）障害、神経症性障害、てんかん、症候性および器質性精神

障害、精神作用物質関連障害、生理的障害・身体的要因に関連した障害、小児・青年期の精神・

心身医学的疾患、パーソナリティ障害 

検査：頭部画像診断（CT、MRI、SPECT など）、生理学的検査（脳波など）、神経心理学的検査、心

理学的検査 

治療：身体療法（薬物療法、電気けいれん療法など）、精神療法、環境療法（精神科リハビリテー

ション、緩和ケアなど） 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者やその家族に対する診療態度について評価する。 

 病棟カンファレンス、医局会のケースカンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を通じ、精神科診療や疾患に対する知識を評価する。 

 医局抄読会のプレゼンテーションやディスカッションを通して、科学的探究心や学ぶ姿勢について

評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 外来予診 教授回診 外来予診 外来予診 外来予診 外来予診 

午後  医局会  病棟カンフ

ァレンス 

病棟カンフ

ァレンス 
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◆ 麻酔科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所： 

〔選択科目〕金沢赤十字病院（麻酔科）、金沢大学附属病院（麻酔科蘇生科） 

      金沢医科大学病院、石川県立中央病院 

期 間： 

〔選択科目〕１年目に１６週以内、２年目に３２週以内 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

      

 

金沢赤十字病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 松本 豊 第一麻酔科部長 上級医 

 

科目責任者から研修医へのメッセージ 

 術前診察において基本的な診察技術を、麻酔管理を通じて他科や comedical staff との協調や緊急

時への対応を、術後診療から疼痛も含めた全身管理を学んでください。 

 

一般目標 

手術患者の術前診察、麻酔計画、手術麻酔、術後診察を通じて、様々な病態に対処できるような診

断・治療の基本的技術と知識を修得し、併せて、全身管理に関する論理的な考え方や進め方（思考過

程）を学ぶ。さらに、重症患者、痛みのある患者に必要な対応技術と知識を修得する。 

 

行動目標 

１） 視診聴診触診など基本的な診断ができる。 

２）身体所見に加え、心電図・胸部Ｘ線・その他の検査などを総合的に判断して術前評価ができ

る。 

３）術前診察において患者の全身状態を把握し、患者・家族が納得できるような麻酔・全身管理

に関する説明ができる。 

４）周術期管理チームの構成員としての役割を理解し、他科のメンバーと協調できるよう努力し、

指導医に適切なタイミングで相談できる。 

５）患者の問題点を把握し、問題対応型の思考を行い、その問題を解決するために情報を収集し、

指導医に適切に相談できる。 

６）麻酔科カンファレンスに参加し、チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な手術症

例呈示を行い、討論ができる。 
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７）麻酔前投薬を含む各種麻酔関連薬剤及び循環作動薬の薬理作用と投与方法について学び、実

施することができる。 

８）マスクによる気道確保、さらに気管内挿管、用手人工呼吸に習熟し、陽圧換気が生体に与え

る生理的変化を理解する。 

９）麻酔器の構造を理解し、点検整備の手順を覚える。 

10）術中の出血や血圧の低下など状況の変化に応じて的確な対応が可能になるよう知識、技術を

身につける。 

11）硬膜外麻酔、脊椎麻酔及び各種の伝達麻酔について、その適応、短所、長所を理解すると共

に、その手技を修得し、全身麻酔との併用など広く応用できるように努める。 

12）末梢静脈路の確保が確実にでき、さらに安全に中心静脈の確保を行なうため、基礎となる局

所解剖を理解する。 

13）観血的動脈圧測定、肺動脈カテーテルを使用しての血行動態の分析について、その原理を理

解し、臨床の場で応用できるようにする。 

14）術前から術後にわたり、必要な輸液量、その内容を理解し、電解質、酸塩基平衡の基礎知識

を得る。さらにそれをもとにした具体的な輸液、輸血、体液の補正など計画をたてて実行できる

ようにする。 

15）ペインクリニック外来や術後疼痛管理、緩和ケアにかかわり、痛みの評価やＷＨＯ3段階癌性

疼痛治療ラダー、麻薬の作用、相互作用について理解し、治療できる。 

 

指導原則・方法 

１．日本麻酔科学会認定の麻酔指導医、専門医が、研修医の指導にあたる。 

２．研修期間中、オリエンテーションに続く最初の１週間は、主として特定の指導医がマン・ツー・

マンで指導に当たる。以後は、研修に適切な症例への割り当てを優先し、症例ごとに指導医を交代

する。 

３．指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

週間スケジュール（表） 

曜日 午前 午後 

月 外来/病棟回診/カンファレンス 麻酔 

火 外来/病棟回診/カンファレンス 麻酔 

水 外来/病棟回診/カンファレンス 麻酔 

木 外来/病棟回診/カンファレンス 麻酔 

金 外来/病棟回診/カンファレンス 麻酔 

    ※カンファレンスでは周術期管理や疼痛管理などについて討論する。 
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

 研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

手術患者の麻酔管理を行う麻酔科医の業務を通して,循環・呼吸・疼痛管理についての知識を整理し，心

肺蘇生に必要な手技（静脈路確保，気道確保）を習得する。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・救急（必修科目：麻酔科）での一般目標 

医師としての必修の技術である静脈路確保と気道確保を，毎日の実習を通して習得する。 

・麻酔科蘇生科（選択必修科目）での一般目標 

必修科目に挙げられている項目の習得に加えて，将来の専門研修準備のための知識,技能を修得する。 

・麻酔科蘇生科（選択科目）での一般目標 

必修科目に挙げられている項目の習得に加えて，更なる知識,技能を修得する。 

 

３．指導体制・研修方法 

 

・救急（必修科目：麻酔科），麻酔科蘇生科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導医は研修医が受け持つ患者の診療に

直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者： 谷口 巧（教授，麻酔科蘇生科長） 

②研修カリキュラム作成責任者： 松久 大希（助教） 

③研修指導医責任者： 臼倉 愛（助教） 

（２）診療体制 

研修医は研修指導医または研修指導助手と共に麻酔を担当する。 

（３）担当麻酔症例数 

１日あたり１～２症例 

（４）達成度のチェック方法等について 

研修医の研修到達点をチェックし，研修目標達成の援助を行う。 

（５）総合的な評価方法について 

研修医は，プログラムに示された研修目標について，達成の有無を自己評価する。研修指導医は，

研修医の自己評価を確認し，評価を行う。 

（６）時間外の対応について 

勤務時間帯を過ぎるときは，必要に応じて研修指導医と共に麻酔を担当する。 

（７）その他 

研修医は，研修指導医または研修指導助手と対話することによって，メンタルヘルスケアや研修内

容について意見を交わす。 
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４．研修方法 

 

・救急（必修科目，麻酔科），麻酔科蘇生科（選択科目）での研修方法 

（１）研修指導医（または研修指導助手）の指導の下に，研修期間１週目は麻酔介助医として，また２週

目以降は麻酔実施医として手術麻酔を担当する。患者の術前状態や手術内容に応じた麻酔方法，麻

酔管理について理解する。手術麻酔に必要な基本手技（末梢静脈路確保，マスクによる気道確保，

気管挿管，動脈カニュレーション）を習得する。術後回診を行い，周術期における患者の状態や管理

について理解する。 

研修期間２ヵ月目以降は，希望により脊髄くも膜下穿刺，中心静脈路確保，硬膜外カテーテル留置など

の手技を行う。 

（２）症例検討会 

毎週水曜日，および毎月１回土曜日の朝に行われる症例検討会に参加する。 

（３）抄読会 

毎週木曜日の朝に行われる抄読会に参加する。 

（４）研修医向けレクチャー 

適宜行われる研修医向けレクチャーに参加する。 

（５）学会及び研究会 

症例報告すべき症例を担当した場合，研修指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告することが

できる。 

（６）当直 

必要に応じて，当直医とともに任務に就く。 

（７）緊急手術の麻酔 

平日（勤務時間帯内外を問わず）の緊急手術症例の麻酔を，必要に応じて研修指導医と共に担当す

る。 

（８）緩和ケア，ペインクリニック（選択科目の場合） 

研修期間２ヶ月目以降は，希望に応じてペインクリニックチームに所属し，WHO 方式によるがん性疼痛

の治療や，難治性疼痛患の治療を習得する。  
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５．週間スケジュール 

 

麻酔科 

時間 
曜日 8：00～8：15 8：15～8：30 8：30～17：00 

月  カンファレンス 手術麻酔，術後回診 

火 （研修医向けレクチャー） カンファレンス 手術麻酔，術後回診 

水 症例検討会 カンファレンス 手術麻酔，術後回診 

木 抄 読 会 カンファレンス 手術麻酔，術後回診 

金 輪 読 会 カンファレンス 手術麻酔，術後回診 

土 症例検討会（月 1回）   

 

ペインクリニック 

時間 
曜日 8：00～8：15 8：15～8：30 8：30～17：00 

月  カンファレンス ペインクリニック，病棟回診 

火 （研修医向けレクチャー） カンファレンス ペインクリニック，病棟回診 

水 症例検討会 カンファレンス ペインクリニック，病棟回診 

木 抄 読 会 カンファレンス ペインクリニック，病棟回診 

金 輪 読 会 カンファレンス ペインクリニック，病棟回診 

土 症例検討会（月 1回）   
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金沢医科大学病院  

診療科名 麻酔科 

研修責任者名 高橋 完 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 術前診察で必要なポイントについて述べることができる。 A-3, B-3 

2. 術前に得られた情報に従い、麻酔計画を立てることができる。 B-3 

3. 気道確保の難易度について評価できる。 B-2 

4. 不測の事態が起きた場合に状況を指導医に報告できる。 B-4, B-5 

5. 静脈確保ができる。 B-3 

6. 用手的気道確保、バッグ－マスク換気ができる。 B-3 

7. 喉頭鏡を用いて気管挿管を行うことができる。 B-3 

8. 術中のストレス状態を理解できる。 B-6 

9. 全身麻酔薬、筋弛緩薬、麻薬の基本的投与方法を理解できる。 B-2 

10. 術後回診ができる。 B-3 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 麻酔科外来にて手術前日に術前診察を行い、麻酔計画を立てる。 

2. 手術麻酔に実際に上級医と参加する。 

3. 気道解剖等の講義を受講し，気道確保困難の評価法を学ぶ。 

4. 上級医と術中起こる可能性のある問題点について話し合っておく。 

5. シミュレータで静脈確保のトレーニングを行う。 

6. 手術麻酔に実際に上級医と参加する。 

7. 気道管理マネキンを用いて、気管挿管のトレーニングを行う。 

8. 術中生体情報モニターにてバイタルサインをチェックする。 

9. 麻酔で使用する薬剤についてテキスト等で学んでおく。 

10. 術後に訪床し、患者を診察し，問題点を上級医に報告する。 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

静脈路確保 

バッグ-マスク換気 

気管挿管 

全身麻酔管理 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 研修終了時口頭試問にて評価 

 手技については，実地評価 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

8:00～ 術前・術後 

カンファレ

ンス 

術前・術後 

カンファレ

ンス 

術前・術後 

カンファレ

ンス 

術前・術後 

カンファレ

ンス 

術前・術後 

カンファレ

ンス 

術前外来 

午前 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理  

午後 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理 麻酔管理  

                          7：30～ 

                          抄読会 
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石川県立中央病院 

麻酔科 

 

◆ 一般目標 

１  緊急時に対応できる循環および呼吸管理が行えるようになるために、静脈路確保や気管挿管など臨

床医として必須の基本手技を身につける 

２  麻酔管理・術後疼痛管理の基本的な知識と手技を修得する 

３  ペインクリニックの基本的な知識を修得する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 術前診察の理解 

① 麻酔管理に関する必要な問診項目を列挙できる 

② 術前検査結果の問題点を説明できる 

③ 麻酔前評価について説明できる 

④ 麻酔前投薬の適切な指示ができる 

⑤ 経口摂取制限の適切な指示ができる 

⑥ 術前診察の結果に基づいて麻酔管理および術後管理の計画を立案できる 

 

２ 麻酔管理に必要な知識 

① 麻酔器の原理を説明できる 

② 麻酔器の安全装置を理解する 

③ 麻酔器および麻酔器具の準備と点検ができる 

④ 麻酔記録を作成する 

⑤ 基本的な麻酔薬について理解する 

⑥ 循環作動薬の基本的な使用方法を理解する 

⑦ 人工呼吸の基本的な知識を修得する                

 

３ 麻酔管理の基本的手技 

① 静脈路確保ができる 

② 気道確保ができる 

③ 用手人工呼吸ができる 

④ 気管挿管ができる 

⑤ 人工呼吸器の設定ができる 

⑥ くも膜下腔穿刺を経験する 

⑦ 硬膜外腔穿刺を経験する 

 

 

４ モニタリングシステムの理解 

① 心電図モニターを読解できる 
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② 非観血的血圧測定を行い、血圧変動に対応できる 

③ 経皮的酸素飽和度測定の意義を説明できる 

④ 呼気炭酸ガス濃度測定の意義を説明できる 

⑤ 吸入酸素及び麻酔ガス濃度測定の意義を説明できる 

⑥ 観血的動脈圧の測定方法を理解する 

⑦ 血液ガス分析の結果について説明できる 

 

５ 術後疼痛管理に必要な知識と手技 

① 各種鎮痛法の長所と短所を説明できる 

② 持続硬膜外鎮痛法について説明できる 

③ 持続硬膜外鎮痛法を実践できる 

 

６ ペインクリニックの基本的な知識 

① ペインクリニックの対象疾患を列挙できる 

② 星状神経節ブロックについて説明できる 

③ 硬膜外ブロックの適応を示すことができる 

④ 三叉神経ブロックについて説明できる 

 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   麻酔科の研修目標は、輸液路確保や気管挿管など臨床医として必須の基本手技を身につけるととも

に、緊急時に対応できる循環および呼吸管理が行えるようになることを目指します。 

   研修初日に渡す「麻酔科研修の手引き」に必ず目を通してください。 

 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:20～ 

ミーティング 

9:00～ 

術前診察 

ペインクリニック 

8:10～ 

回復室、ＩＣＵ回診 

8:20～ 

抄読会 

8:30～ 

ミーティング 

9:00～ 

麻酔 

8:10～ 

回復室、ＩＣＵ回診 

8:20～ 

症例検討会 

8:30～ 

ミーティング 

9:00～ 

麻酔 

8:10～ 

回復室、ＩＣＵ回診 

8:20～ 

ペインクリニック 

症例検討会 

8:30～ 

ミーティング 

9:00～ 

麻酔 

8:10～ 

回復室、ＩＣＵ回診 

8:20～ 

一週間のふり返り 

8:30～ 

ミーティング 

9:00～ 

術前診察 

ペインクリニック 

      

午 

後 

13:00～ 

麻酔 

 

13:00～ 

麻酔 

 

13:00～ 

麻酔 

 

13:00～ 

麻酔 

 

13:00～ 

麻酔 
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◆ 整形外科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（整形外科）、金沢大学附属病院（整形外科，脊椎・脊髄外科）、 

     やわたメディカルセンター（整形外科）、金沢医科大学病院、石川県立中央病院 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

 ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 ※ やわたメディカルセンターは最大４週まで 

 

金沢赤十字病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 樋口 貴史 第一整形外科部長 上級医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 一般外傷から、専門的治療まで幅広く研修することができます。すべての症例について指導医と

共に受け持ちとなり、手術の補助に際しては指導医から直接指導が受けられます。 

 

一般目標 

 初期研修必修科目である内科・救急部門を終了した医師が、整形外科医療を実践することで、医

療における整形外科の役割、特性を学ぶことを目的とする。地域病院としての特徴を活かし、小児

から高齢者までの外傷はもとより、慢性疾患や変性疾患に対する運動器特有な病態を理解し、基本

的診療能力を習得する。 

 

行動目標 

１．緊急性のある疾病や外傷、頻度の高い症状，病態を説明できる。 

２．慢性疾患患者や高齢患者の診断、治療、予防、在宅医療やリハビリテーション・社会復帰につ

き、総合的な管理計画に参加できる。 

３．研修すべき主な診断・検査法 

１）骨、関節、筋肉の診察ができる。 

２）適切な単純 X線の撮影部位と方向が指示できる。 

３）単純 X線の読影ができる。 

４）神経学的診察、記載ができる。 

５）神経、血管、筋腱の損傷が診断できる。 

６）CT、MRI の読影ができる。 

７）一般的検査を解釈できる。 

８）脊髄腔造影検査の施行と読影ができる。 

９）神経根造影検査の施行と読影ができる。 
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４．研修すべき主な治療法・手術 

１）一般的外傷治療法 

２）ギプス・ギプスシャーレ・シーネ固定法 

３）関節穿刺、関節内注射 

４）ブロック注射法（仙骨・神経根など） 

５）骨接合術（経皮的固定術、観血的固定術） 

６）骨折治療後内固定材抜去術 

７）人工骨頭挿入術、人工股・膝関節全置換術 

８）頚椎椎弓形成術 

９）腰椎椎間板摘出術 

10）腰椎開窓術 

11）良性腫瘤摘出術 

12）術後後療法をはじめとするリハビリテーション 

13）装具や杖の処方 

14）薬剤の処方 

 

指導原則・方法 

１．午前は外来診療、午後は検査・手術ならびに病棟診療を行う。 

２．整形外科全般の診療経験を積み、適切な検査の選択と指示および、診断と治療方針の決定方

法を習得する。 

３．指導医とともに１０人前後の入院患者を受け持つ。 

４．様々な疾患の手術を経験し、助手を務める。 

５．指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

６．該当科目の経験すべき症候・病態・疾病について病歴要約レポートを作成する。 

 

週間予定 

 朝 午前 午後 

月 病棟回診 外来 病棟カンファレンス 

火 病棟回診 外来 手術 

水 病棟回診 外来 検査 

木 総回診 手術 手術・検査 

金 病棟回診 外来  

・一般外来：月～水・金の午前 

・カンファレンス  

病棟総回診：毎週月曜 15：00～ 

病棟カンファレンス：毎週月曜 14：30～  
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

高齢化社会の加速をはじめ，スポーツ障害や外傷，労務災害，交通災害など整形外科の社会的ニーズは

非常に高い。当科ではそういった患者を総合的に診断・治療していくことを目標としている。 

《整形外科主任教授；土屋弘行からのメッセージ》 

 整形外科は，疾患の種類や病者の年齢分布において，大変守備範囲の広い学問・診療分野です。今，日

本は高齢者社会に向かっている一方で，老若男女問わず誰もがスポーツ活動を通じて健康増進を行ってい

る状況であり，運動器医療に対する注目は高まっています。 

 病院やクリニックを受診する愁訴は，男性では一位が腰痛，二位が肩こり，三位が咳や痰などの呼吸器

症状，女性においては，一位が肩こり，二位が腰痛，三位が関節痛となっています。今後さらに，整形外

科医のニーズは高まります。整形外科疾患は，他科と競合する部分がほとんどないことも特徴の一つです

（おなかが痛くて内科，小児科，外科へ行くことはあっても，骨折や捻挫で整形外科以外の科へ行くこと

はまずありません）。運動器医療に興味があり，この分野で社会貢献をしたい方は，金沢大学整形外科での

研修をお勧めします。整形外科では，患者の皆さんが元気に治っていくのが特徴で，病棟も外来も，医師

もナースも大変明るく前向きです。また，我々がどのような Visionに基づいてどのような研究や治療を行

っているかは，我々のホームページを参考にしてもらえれば幸いです。常に，医学医療は最先端を，教育

に関しては未来の整形外科を担う医師の育成を目指しています。 

 

２．研修目標 

 

一般目標（GIO） 

・整形外科医としてのみならず一般臨床医としての基本的な，運動器に対する診療に必要な知識，技能，

態度を身に付ける。 

・災害外傷，交通外傷などの緊急を要する疾患患者の初期治療に関する臨床的能力を身に付ける。 

・高齢化社会に対応した，四肢の運動器障害疾患,脊椎・脊髄疾患患者の診療に関する臨床的能力を身に

付ける。 

・リハビリテーション及び社会復帰，日常生活への復帰，Quality of Lifeに対する理解を深める。 

・チーム医療として，専門分野内外における専門医師としての役割やコンサルトについて理解する。  

 

３．指導体制 

 

（１）責任者体制 

整形外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催す

る。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

① 研修総括責任者：土屋 弘行（整形外科主任教授） 

② 研修カリキュラム作成責任者：村上 英樹（臨床教授） 

③ 研修指導医責任者：加畑 多文（准教授），出村 諭（講師，医局長）， 

林 克洋（助教，病棟医長），松原 秀憲（助教，外来医長） 
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（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

   研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次，２年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

   ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

   ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

   ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

   ・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医

の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶ
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こと」を自らも実践する。 

   ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に２回：午前９時３０分～午前１２時） 

   ・新患の医療面接 

   ・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・抄読会 

週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

   興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

   当直医とともに任務に就く。 

 

《各コース》 詳細は金沢大学整形外科のホームページを参照のこと。 

Ａ．１か月コース 

  プライマリー・ケアーに必要な整形外科的知識を身につける。 

Ｂ．２か月コース 

  １か月コースを終了した研修医が，実地にその知識を生かせるように実習する。 

Ｃ．整形外科専攻コース（３か月～６か月） 

  いわゆる，今までの入局に近いコース。 

  病棟の受け持ち医として，責任をもって医療に当たる。 

  卒業後３年目から，すぐに関連病院勤務が可能なまでに専門性を高めた教育を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．特別２週間コース（２Ｗ１Ｓコース） 

   骨折・外傷の扱い方コース（X-pの読影，ギプス実技，手術参加） 

   骨軟部腫瘍の診断コース（X-p，MRIの読影，エコー実技，針生検実技） 

   腰痛の診断と治療コース（X-p，MRIの読影，手術参加） 

 

《ハンズオン・レクチャー》 

准教授，講師，助教が各々の専門分野におけるプライマリー・ケアーの講話を行う。 

例) 悪性腫瘍を見逃さないために 学会発表の仕方，論文の書き方 

  「いつ骨肉腫に遭遇するかわからない」  「美しいプレゼンテーションのコツ」 

 脊髄症の診断と治療 脊柱変形の治療 

  「診察の仕方から手術選択まで」  「思春期から高齢者の変形まで」 

 外傷のプライマリー・ケアー 骨折・脱臼の治療，合併症 

  「縫合実習（縫合模型）をする」  「肘内障，突き指から開放骨折まで」 

Ｂ 

１か月 
コース 

２か月 
コース 

 １か月 ２ ３ ４ ５ ６ 

Ａ 

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 専 攻 
コース 

Ａ 

Ａ Ｂ 



- 233 - 

 

 

 

 スポーツ外傷のプライマリー・ケアー  スポーツ障害の診察と治療 

  「RICE療法，テーピングの実際」  「成長期からプロレベルの障害まで」 

 リハビリの基礎知識 リハビリ処方の実践的ノウハウ 

  「運動・作業・物理療法について」  「金沢大学整形外科の術後症例を中心に」 

 坐骨神経痛のプライマリー・ケアー  骨粗鬆症のプライマリー・ケアー 

  「ぎっくり腰から癌の転移まで」  「高齢化社会の必須科目」 

 人工関節の術前プランニング リウマチ性疾患のプライマリー・ケアー 

  「作図から実際の手術手技まで」  「外来で困らないために」 

 診断書，点数表の書き方 大腿骨頚部骨折の診断と治療 

  「警察，保険会社，労災，身障者」  「高齢化社会の必須科目」 

 脊椎外傷のプライマリー・ケアー 脊髄損傷のすべて 

  「初期治療について」  「救急部から病棟まで」 

 整形外科基礎研究へのいざない 化学療法の実際 

  「海外留学の楽しい経験から」  「化学療法の基礎とコツ」 

 

５．週間スケジュール 

 

 

 
朝 午前 午後 夜（自由参加） 

月 8：30 朝礼 手術参加 ＊手術参加 腫瘍検討会 

火 8：00 朝礼，CC，回診 外  来 スポーツ外来 関節抄読会 

水 8：30 朝礼 手術参加 ＊手術参加，リウマチ外来 手の外科抄読会 

木 8：00 朝礼，CC 外  来 リハビリ回診，腫瘍外来 脊椎症例検討会 

金 8：30 朝礼 手術参加 ＊手術参加，脊椎外来，CC 
関連病院症例検討会 

（2ヶ月に1回） 

＊手術参加：関連病院における手術実習 
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やわたメディカルセンター  

≪ 整形外科プログラム及び到達目標 ≫ 

1.研修プログラムの概略・特徴 

  高齢化社会を迎えている現在、地域健康増進を支える為には、ロコモティブシンドロームの予防や治

療が重要になっている。また、スポーツ障害や外傷，労働災害，交通災害など、整形外科の社会的ニ

ーズは非常に高い。さらにロコモティブシンドロームがメタボリックシンドロームを助長するといわ

れており、当科では運動器疾患に対して、部位別の専門的な診断・治療を行うばかりでなく、患者全

体をトータルでサポートしていくことを目標としている。 

 

2.研修目標 

【一般目標（GIO）】 

整形外科医としてのみならず一般臨床医としての基本的な所見の取り方、プライマリケア，運動器に対

する診療に必要な知識，技能，態度を身に付ける。 

 災害外傷，交通外傷などの緊急を要する疾患患者の初期治療に関する臨床的能力を身に付ける。 

 高齢化社会に対応した，四肢の運動器障害疾患,脊椎・脊髄疾患、リウマチ性疾患の診療に関する臨床的

能力を身に付ける。 

 小児整形外科に関する研鑽を積む。 

 リハビリテーション及び社会復帰，日常生活への復帰，Quality of Lifeに対する理解を深める。 

チーム医療として，専門分野内外における専門医師としての役割やコンサルトについて理解を深める。 

 

3.指導体制 

（１）責任者体制 

     整形外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての

責任は研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティング

を開催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任

を担う。 

① 研修総括責任者：勝木 保夫（整形外科責任者、理事長） 

②  研修カリキュラム作成責任者：近江 礼（整形外科科長） 

      ③ 研修指導責任者：岡本 義之（整形外科科長） 

  （２）主治医の体制・チーム体制 

     研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

  （３）検査・治療の指導体制 

     受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

  （４）研修医１人当たりの指導医数 

     研修医１名につき 1 名の指導医が指導にあたる。また、各処置に際しては、各部門の整形外科

専門医が指導を担当する。 

  （５）担当患者予定数 

     期間内に１０人前後の入院患者を受け持つ。 

  （６）達成度のチェック方法等について 
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     各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医

の研修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

   

  （７）緊急時の対応について 

     勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必

要に応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

  （８）その他 

     毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法へ

の意見を汲み上げる。 

 

4.研修方法（方略） 

（１）オリエンテーション 

    ・研修システムについて 

    ・指導体制について 

    ・外来について 

    ・研修カリキュラムについて 

    ・評価表について 

    ・指導医紹介，看護師紹介 

    ・病棟スケジュール紹介 

    ・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

    ・１年次，２年次研修医及び学生の教育について 

  （２）病棟研修・回診 

    ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

    ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

    ・総回診（週１回）における受け持ち患者についての提示 

    ・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，血液培養などの基本的検査

や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指導

の下で自らあるいは助手として参加する。 

    ・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。

「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

    ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を行う。 

  （３）外来研修（週に２回：午前９時～１２時） 

    ・新患の医療面接 

    ・外来処置研修 

  （４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

     週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

  （５）学会及び研究会 

     興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

  （６）当直 

     当直医とともに任務に就く。 
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期   間：２週間コース，１か月コース，２か月コース，専攻コース（３か月以上） 

Ａ．指導医及び同時受け入れ可能研修医数 １名 

Ｂ．指導原則・方法 Ａ）１か月コース 

   プライマリー・ケアーに必要な整形外科的知識を身につけます。 

 Ｂ）２か月コース 

   Ａ）を終了した研修医が，実地にその知識を生かせるように実習します。 

 Ｃ）整形外科専攻コース（３か月） 

   病棟の受け持ち医として，責任もって医療に当たります。 

    

 

 

 

 

 

 

  

Ｃ．週間スケジュール 

  朝  午前  午後  その他 

月 8：45 カンファランス 外  来 ＊手術参加  

火 8：30 病棟回診 外  来 ＊手術参加  

水 8：00 診療部会参加 手術参加 ＊手術参加，  小児整形、装具外来 

木 8：30 病棟回診 外  来 ＊手術参加  

金 8：20 カンファランス 手術参加 ＊手術参加， 装具外来 

  

 

Ｄ．科目責任者（整形外科責任者； 理事長 勝木保夫）からのメッセージ 

 スポーツや運動の楽しさ・素晴らしさは誰しもが経験していると思います。特に現代の日本では老若男

女問わず誰もがスポーツ活動を通じて健康増進を行っている状況であり，運動器医療に対する注目は高ま

っています。 

 しかし、怪我や故障のため、悔しい思いをしている方も大勢います。また、運動器の問題により介護の

リスクが高まった状態をさす「ロコモティブシンドローム」は、身体活動と運動の不足、体力低下をきた

し、メタボリックシンドロームなど数多くの疾病のリスクファクターであることが、近年明らかになって

きました。 

整形外科は，疾患の種類や病者の年齢分布において，大変守備範囲の広い診療分野です。 医療機関を

受診する主訴として多いのは，男性では一位が腰痛，二位が肩こり，三位が咳や痰などの呼吸器症状，女

性においては，一位が肩こり，二位が腰痛，三位が関節痛となっています。これらの疾患は、高齢化の進

行とともに今後さらに患者数の増加が見込まれており、整形外科医へのニーズはこれからも高くなると思

います。 

 当院整形外科では、運動器疾患を中心に、先端の知見を積極的に取り入れて、関節疾患・脊椎脊髄尾疾

Ｂ 

１か月 
コース 

２か月 
コース 

 １か月 ２ ３  

Ａ 

Ｃ 専 攻 
コース 

Ａ 

Ａ Ｂ 
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患・リウマチ性疾患の専門的治療を行うことを中心に据えています。さらに、ロコモやメタボに取りくむ

ため、患者の全体像をしっかり捕らえ、トータルで患者さんの健康増進を支援する体制を取っています。

このため、多くの医療スタッフを交えての定例カンファランスを実行し、運動器にかかわる各職種のスキ

ルを活用しており、医療の枠を超えて健康増進施設との一体的な取り組みをも推進しています。さらに、

患者さんの急性期から回復期までを一貫して治療し担当できる体制を敷き、外来から退院以降の生活支援

までを研修します。研修の機会の限られている小児整形外科疾患やリウマチ性疾患も専門性の高い実地経

験が可能です。 
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金沢医科大学病院  

診療科名 整形外科 

研修責任者名 川原範夫 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 外傷に対する初期対応ができる C-3 

2. 外傷患者への初期対応のみでなく治療方針をたてる C-1 

3. 腰痛や関節痛などの慢性疾患における対応ができる C-1、C-2 

4. 骨折などに対してギプス手技を習得する C-1、C-2 

5. 切創などに対して縫合等の手技を習得する C-1、C-3 

6. 周術期の患者の診察ができる C-1、C-2、C-4 

7. 手術等の処置の補助ができる C-1、C-2、C-3 

8. 指導医のもとで簡単な手術手技を習得 C-3 

9. 患者へのインフォームドコンセントを指導医とともに行うことで

患者への接し方を学ぶ 

A-1、B-3、B-4 

10. カンファレンス等での発展能力、考察力を高める B-2、B-6、B-8、B-9 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診察に参加する 

2. 病棟の担当医として患者を受け持つ 

3. 病状を判断し、鑑別診断および所見をとる 

4. カンファレンスにて症例発表を行う 

5. 手術症例を実際に受け持ち計画から手術までを指導医とともに経験する 

6. カンファレンス等で様々な症例について学ぶ 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

外傷、関節痛、腰痛、運動麻痺、筋力低下、高エネルギー外傷、骨折、圧迫止血法、採血法、 

注射法、腰椎穿刺、ドレーン・チューブの管理、局所麻酔法、消毒とガーゼ交換、皮膚縫合、 

軽度の外傷処置 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に対する態度なども評価する 

 手術手技、処置などを行えているか評価する 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 外来業務補助 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

手術 

外来業務補助 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

手術 

外来業務補助  

午後  手術  手術   

夕方 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ      
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石川県立中央病院  

整形外科 

 

◆ 一般目標 

１  一般臨床医としてのみならず整形外科医としての基本的な診察に必要な知識、技能、態度を身につ

ける 

２  外傷患者及び緊急を要する疾患患者の初期治療に関する臨床的能力を身につける 

３  慢性疾患患者や高齢患者の診察に関する臨床的能力を身につける 

４  癌末期患者並びに脊椎損傷患者に対する人間的、心理的理解を深め、治療、管理能力を身につける 

５  リハビリテーションと在宅医療・社会復帰に対する理解を深める 

６  救急医療において頻度の高い外傷に対して的確な初期診療ができるようになるため必要な基本的知

識・技術を身につける  

 

 

◆ 行動目標 

１ 外傷（骨折、脱臼、捻挫） 

25 病態について述べることができる 

26 主要な症状をあげることができ、それが典型的に現れている場合には実地に指摘することができる 

27 患者の主訴と病歴、臨床所見とから最も疑われる骨折、脱臼、捻挫をあげることができ、合併症及

び出血ショックなどに対する初期対策をたてることができる 

28 日常遭遇することの多い骨折、脱臼についてＸ線像を読影できる 

29 開放骨折と皮下骨折の各々の定義を理解し、実地に両者の鑑別ができる 

30 開放骨折のうち、早急に必要なデブリードマン、止血、縫合を行うことができる 

31 骨折、脱臼、捻挫と思われる患者を見た際に、病歴、臨床所見からみて適当と思われるもの速やか

に整形外科医に紹介できる 

32 各々の骨折、脱臼について必要な外固定の範囲を知り、緊急に転送する場合の一時的な固定を施す

ことができる 

33 日常遭遇することの多い骨折について、その骨癒合に必要なおおよその日数を述べることができる 

 

２ 創傷 

⑬ 止血に関する種々の方法を行うことができる 

⑭ 創傷の全身的影響について述べることができる 

⑮ 創傷に対する全身的療法を行うことができる 

⑯ 創傷の局所的療法を行うことができる 

⑰ 創傷の一次治癒、二次治癒について述べることができる 

⑱ 血管、神経、腱の損傷について、治療法を述べることができる 

⑲ 身体各部、特に頭頸部、胸部、腹部及び脊椎の損傷の診断と治療について述べることができる 

⑳ 創傷の程度と種類によって、いかなる専門医に連絡すべきか述べることができる 

 

３ 脊椎・脊髄外傷 
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⑩ 脊椎・脊髄損傷の代表的な症状や神経学的所見について述べることができる 

⑪ 患者を動かすことなく簡単な神経学的診察で脊髄神経根もしくは脊髄の損傷と大まかなレベルに

つき診断できる 

⑫ 脊髄骨折を疑われる患者に対して新たな脊髄損傷を加える危険を伴わない方法で診断に必要な最

低限のＸ線検査を施行し、あるいは指示できる 

⑬ 典型的脊椎骨折のＸ線像を判読できる 

⑭ 脊椎骨折を診断した場合、新たな脊髄損傷を防ぐための簡単な固定、牽引などの初期処置ができる 

⑮ 脊髄損傷のルーチンの初期管理が施行できる 

⑯ 転送する場合の注意事項を述べることができる 

 

４ 包帯、副木、ギブス固定法 

④ 各々の方法について原則を述べることができる 

⑤ 主な包帯法の種類と適応を述べることができる 

⑥ 主な包帯法を実施することができる 

⑦ 骨折の際の応急の副木法を実施することができる 

⑧ 基本的なギブス固定法を実施することができる 

 

５ 関節疾患 

① 関節（肩、肘、手、指、股、膝、足）の所見をとることができる 

② Ｘ線像、ＭＲＩ、ＣＴ像の評価ができる 

③ 関節穿刺が実施できる 

④ 関節疾患の診断と治療を述べることができる 

 

◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   整形外科の基礎的診察法、及び画像診断を学び適切な治療法を答えられるようにしてほしい。また、

実際の患者さんへの関節注射、ブロック療法などを体験していただく。 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 
8:15～ 

病棟総回診 

 

9:00～ 

外来又は手術見学 

 

9:00～ 

外来又は手術見学 

 

9:00～ 

外来又は手術見学 

 

9:00～ 

外来又は手術見学 

 

8:00～ 

カンファレンス 

術前術后 

9:00～ 

外来又は手術見学 

 

      

午 

後 

13:30～ 

手術見学又は検査 

 

 

13:30～ 

手術見学又は検査 

 

 

13:30～ 

手術見学又は検査 

 

 

13:30～ 

手術見学又は検査 

 

 

13:30～ 

手術見学又は検査 
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◆ 放射線科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（放射線科）、金沢大学附属病院（放射線科） 

     金沢医科大学病院（放射線科・放射線治療科）、石川県立中央病院 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

 ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢赤十字病院  

指導体制 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 木本 達哉 第一放射線科部長 指導医 

指導医 吉尾 里夏 第二放射線科部長 指導医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 放射線科は、その病院の中央部門として、診断の質を担保したり、各科との横断的協力体制の下に 

的確な治療手技を行ったりと、大変重要な役割を果たしています。 現場の日常放射線診療を体験し、 

放射線科的な目を養うことは、どの診療科をめざす医師にとっても、あとあとまで役立つ経験となる

と思われます。 

 アットホームな雰囲気の放射線科・放射線部でもあり、意欲ある方の研修をお待ちしております。  

 

一般目標： 

画像診断に用いられる各種画像の基本的成り立ちについて理解し、プライマリーケアで必要な検

査・診断技術を修得する。IVR（Interventional Radiology）における基本的考え方、及び手技を修得

する。 

 

行動目標 

１）各種画像検査の特性を理解し、プライマリ・ケアで必要な画像検査を、適宜、取捨選択でき

る能力を修得する。 

２）胸部・腹部の単純 X 線について、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用す

る用語や表現方法について学習し、実際の臨床画像に接して、指導医の監督・指導の下に、読影

業務を行う。 

３）CT・MRI 検査室にて、日常業務および緊急依頼の検査施行を、指導医の監督の下に実践する。 

４）CT・MRI について、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用する用語や表現方

法について学習し、実際の臨床画像に接して、指導医の監督・指導の下に、読影業務を行う。 

５）超音波検査について、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用する用語や表

現方法について学習し、指導医の監督・指導の下に、検査を施行し診断を行う。 

６）血管造影・IVR について、基本的考え方や画像の解釈を学習し、検査に助手として加わり、指
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導医の監督・指導の下に、基本的手技を経験・修得する。  

７）消化器カンファレンスに参加し、症例に関する説明や質疑を行う。 

８）興味ある症例については、特に、系統的にその診断過程・放射線科的治療に携わる。 

９）放射線部における業務上の役割分担を認識し、コメディカルとの密な連携のもとに、安全で

円滑に放射線科業務を遂行することを学ぶ。 

 

指導原則・方法 

１. 必要な画像検査の選択のための方法論、すなわち、臨床情報の何に注目し、どういう思考過

程を取るかを、重視する。 

２．可能な限り、多くの画像を見ることにより、正常像に関する理解を深めることを目指す。ま

た、それに伴い、異常所見を的確に指摘できる訓練を行う。 

３．各種画像の基本的成り立ちに関する理解をもとに、異常所見について、その性状を論理的に

分析できる能力を養うことを目指す。 

４．異常所見から、論理的に疾患群の範疇を絞り、診断確定に至る過程を重視し、その思考訓練

を行う。 

５．必要に応じて、当科で用意した教材および成書の一部を、指定して、内容を修得する。 

６．日常の検査症例だけでなく、当科で蓄積した症例ファイルから、とくに教育的と思われる症

例を選んで研修をおこなう。 

７．超音波検査や、IVRの手技に関しては、実際の施行における留意点・コツを解説・指導し、基

本手技を修得する。 

８．指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行い、外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う。 

 

週間スケジュール 

 8：30～12：00 13：00～17：00  1８：00～ 

月 ＣＴ、ＭＲＩ ＣＴ、ＭＲＩ、単純 X線、

超音波検査 

 

火 ＣＴ、ＭＲＩ ＣＴ、ＭＲＩ、単純 X線、

超音波検査 

 

水 ＣＴ、ＭＲＩ 血管造影、IVR 消化器合同カンファレン

ス 

木 ＣＴ、ＭＲＩ 血管造影、IVR  

金 ＣＴ、ＭＲＩ ＣＴ、ＭＲＩ、単純 X線、

超音波検査 
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

近年の医療の高度化により CTや MRIといった画像診断は迅速な診断と治療を行うためにはかかすことが

できないものになってきている。したがって研修医には単純 XPのみならず CT, 超音波検査，MRIなどの画

像診断法の基本事項と疾患に特徴的な画像所見を正しく理解することが求められる。また，放射線治療に

関しても，その適応と効果についても基本的なものは身に付けておく必要がある。放射線科の研修では画

像診断と IVRならびに放射線治療に関する基本的な知識の習得を目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：放射線科）での一般目標 

内科としての総合的知識の習得とともに，内科疾患に必要な放射線診断に関する基本的な知識・ 

技能を習得する。 

（プログラムⅠ（専門領域重点プログラム）の将来放射線科を目指す者を対象とする。） 

・放射線科（選択科目）での一般目標 

放射線診断及び治療の全般にわたる一般的放射線診療の基本能力を習得するための研修を行う。 

 

３．指導体制・研修方法 

 

・内科（必修科目：放射線科）での指導体制 

（プログラムⅠ（専門領域重点プログラム）の将来放射線科を目指す者を対象とする。） 

（１）責任者体制 

放射線科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体は研修指導医責任

者が責任を負う。定期的に指導医と研修医との研修指導に関するミーティングを実施する。指導医

は研修医の画像の読影や血管造影の手技を行う際には直接指導し，研修医の診療場面では責任を担

う。 

①研修総括責任者：蒲田 敏文（教授，病院長） 

②研修カリキュラム作成責任者：小坂 一斗（医局長） 

③研修指導医責任者：小坂 一斗（医局長） 

（２）指導医と研修医の体制 

１人の研修医に対して１人の指導医を任命する。研修医はこの指導医とほほ同じ勤務割で研修をお

こない，たえず指導医から直接指導を受けることができる。 

（３）研修内容 

内科疾患症例を中心に画像の撮影方法の指示，検査の実施，読影を指導医とともに行い，画像診断

の基礎を学ぶ。 

（４）担当症例数 

毎日１０例程度の症例に検査を実施し，指導医の指導を受けながら画像診断報告書を作成する。 

（５）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研
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修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（６）総合的な評価について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。指導医は研修医の自己評価，レポートを確認し評価を行う。 

 

・放射線科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

放射線科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体は研修指導医責任

者が責任を負う。定期的に指導医と研修医との研修指導に関するミーティングを実施する。指導医

は研修医の画像の読影や血管造影の手技を行う際には直接指導し，研修医の診療場面では責任を担

う。 

①研修総括責任者：蒲田 敏文（教授，病院長） 

②研修カリキュラム作成責任者：小坂 一斗（医局長） 

③研修指導医責任者：小坂 一斗（医局長） 

（２）指導医と研修医の体制 

１人の研修医に対して２人の指導医を任命する。研修医はこの指導医とほほ同じ勤務割で研修をお

こない，たえず指導医から直接指導を受けることができる。 

（３）研修期間中の経験症例数 

研修期間の長さのよって経験できる症例数は異なるが，１ヶ月間の研修期間では単純写真，CT，MRI

の読影件数は 100件～150件を目標とする。血管造影手技は 8件，超音波検査は 10件を目標とする。

また，CTや MRI検査室で実際の画像検査のオーダーの仕方も習得してもらう。 

（４）総合的な評価について 

研修医が作成した読影レポートを指導医がチェックし，指導を行うとともに達成度を評価する。ま

た，毎朝のカンファランスでの研修医の症例呈示についても医局員全員で評価し，指導も行う。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例を経験した場合には，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告してもらう。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

４．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

月 早
朝
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス 

単純 XP，CT，MRI読影研修 

超音波研修 

血管造影研修 

 

火  

水  

木  カンファランス 

金  
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金沢医科大学病院  

診療科名 放射線科・放射線治療科 

研修責任者名 的場 宗孝 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 各種放射線画像の特徴と実際の撮影方法や注意事項について理解

を深める 

A-1、B-2、B-6 

2. 急性期疾患の診断に役立つ単純 XP、CT 画像の画像所見と読影法を

習得する 

B-７、B-9、C-1、C-2 

3. 急性期および慢性疾患における各種放射線画像の所見と読影法習

得する 

B-3、C-3 

4. 悪性疾患における系統的な画像診断法と放射線治療の適応と方法

を習得する 

A-1、B-4、C-1、C-2 

5. 経血管内カテーテル治療などの適応・禁忌と手技の習得 A-4、B-５、C-1、C-2 

6. 検査用造影剤の禁忌・使用法とその副作用対策について理解を深

める 

A-1、A-4、B-３、C-４ 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 診断学の中核をなす画像診断学に対し真摯な態度で取り組むこと 

2. チーム医療の一員としての活動 

3. 患者に対する検査方法、手技、有害事象の説明と外来診察 

4. 画像診断レポートの作成、経血管内カテーテル治療の実行 

5. 放射線生物学・物理学の理解と放射線治療計画の実行 

6. 他診療科との症例カンファレンスへの出席 

7. 学会や研究会での症例報告や研究成果の発表 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

●放射線診断学読影方法および血管造影などの画像診断手技 

●画像診断機器の特性と検査の適応、画像診断や放射線治療の臨床経験 

●血管内カテーテル手技 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 カンファレンスでの態度、プレゼンテーション、ディスカッションを通じ読影力を評価する 

 専門医よる血管内カテーテル手技、放射線治療計画の習熟度 
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 チーム医療内での礼儀、態度、熱意を評価する 

Ⅴ.スケジュール 

基本的には外勤日以外は中央放射線部内画像解析センターにて勤務となる。 

毎週木曜日医局会、抄読会があり、他科との合同カンファレンスも毎月予定される。 
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石川県立中央病院  

放射線科 

 

◆ 一般目標 

１  放射線医療業務に関する基本的な知識、手技技術、態度を修得する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 画像診断機器の原理、画像の成り立ち、断層解剖、主な病態と画像所見の対比、効率のよい放射線治

療について理解する 

⑩ 基礎的知識の修得 

⑪ 画像の人工産物についての理解 

⑫ 断層解剖学の理解 

⑬ 画像所見の背景となる病理像の理解 

⑭ 各種画像検査及び放射線治療の適応の理解 

 

２ 電離放射線の特性と障害防止について理解する 

③ 電離放射線の種類と特性 

④ 障害防止の基本的考え方 

 

３ 画像の正常解剖、一般的疾患の適応と診断について修得する 

⑤ Ｘ線単純 

⑥ ＣＴ検査 

⑦ 超音波検査 

⑧ MRI 検査 

⑨ 血管造影検査 

 

４ 救急疾患の画像診断と適応 

③ Ｘ線単純撮影 

④ ＣＴ検査、MRI 検査 

⑤ 超音波検査 

 

５ IVR 及び放射線治療の適応 
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◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

(ア) 超音波は実技が重要です。多くの症例を実際に検査しながら、検査法、画像所見を修得してくださ

い。 

(イ) 画像診断は基礎となる断層解剖、画像所見の基となる病理の理解が大切です。ティーチングファイ

ルが充実していますので、実際の症例画像を見て、理解を進めてください。 

(ウ) 血管造影、IVR 治療、放射線治療は、適応とする考え方、他の治療法と比べての利点、欠点につい

て理解することが大切です。実技も含め身につけていってください。 

(エ) 疑問を持つことは大切です。スタッフに積極的に質問して疑問を解決していってください。 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

 
読影室 
（X 線、CT、MRI） 
 

 
超音波 
（外来） 

 
読影室 
（X 線、CT、MRI） 
 

 
読影室 
（X 線、CT、MRI） 
 

 
超音波 
（外来） 

      

午 

後 

 
血管造影 

IVR 治療 

 
放射線治療 
 

 

 
血管造影 

IVR 治療 

 
読影室 
（X 線、CT、MRI） 
 

 
血管造影 

IVR 治療 
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◆ 眼科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（眼科）、金沢大学附属病院（眼科）、金沢医科大学病院（眼科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢赤十字病院での研修期間は、要相談。 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

 

金沢赤十字病院  

指導体制： 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 内山 佳代 眼科部長 指導医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 眼科一般診療技術を修得して欲しいと思います。また、関連診療科と必要な協議をして、的確な治

療計画を立案し、チーム医療を推進・実践できるようになることを期待します。 

 

一般目標 

接遇の基本を理解し、基本的診断技術、主要疾患とその治療法、救急疾患とその処置の仕方、眼科

手術の基本的手技を身につける。 

 

行動目標 

１）眼球、眼球附属器、視路、視覚中枢の解剖、生理の概要を述べる。 

２）以下の検査法に関し、原理、使用法、所見の記載法を説明する。 

屈折検査（検影法、自動屈折計）、視力検査、両眼視機能検査、角膜形状検査、角膜内皮検査、眼

圧測定（ゴールドマン圧平眼圧計、シェッツ圧入眼圧計、非接触型自動眼圧計）、視野検査（ゴ

ールドマン量的動的視野計、ハンフリー静的視野計）、細隙灯顕微鏡検査、検眼鏡検査、双眼倒

像鏡検査、隅角鏡検査、接触型眼底観察用コンタクトレンズ検査、細隙灯顕微鏡と前置レンズを

用いた眼底詳細検査、前眼部および眼底写真撮影、蛍光眼底血管造影検査、涙液分泌機能検査。 

３）以下の疾患の診断に至る知識を述べ、当該疾患に対して外来で行われるべき処置を行う。 

屈折異常、斜視、弱視、鼻涙管閉塞、涙嚢炎、円錐角膜、角膜上皮びらん、角膜潰瘍、結膜炎（特

にウイルス性結膜炎、春季カタル）、睫毛内反、眼瞼内反、眼瞼下垂、霰粒腫、麦粒腫、虹彩炎、

白内障、開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障、硝子体出血・混濁、網膜変性、網膜色素変性症、網

膜裂孔、裂孔原性網膜剥離、漿液性網膜剥離、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症、

新生血管黄斑症（特に加齢黄斑変性症）、黄斑前膜、黄斑円孔、ぶどう膜炎（原田病、ベーチェ

ット病、サルコイドーシス）。 

４）眼科で頻用される薬剤を系統立てて説明する。 
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表面麻酔剤、抗生物質、合成抗菌剤、ステロイドホルモン剤、眼圧降下剤、人工涙液、散瞳剤、

縮瞳剤、抗アレルギー剤。 

５）眼科外来処置、小手術を行う。 

点眼、軟膏点入、涙道通水、結膜下注射、睫毛抜去、霰粒腫摘出、麦粒腫切開、角結膜異物除去。 

６）眼科手術のセットアップを行う。 

手指消毒、術野消毒、ドレーピング、手術用顕微鏡の操作方法、手術用機器の設営と操作法。 

７）眼科手術の実技を助手として観察・理解し、容易な手技を実施する。 

球後麻酔、テノン嚢下麻酔、眼瞼浸潤麻酔、結膜縫合、角膜縫合、強膜縫合、皮膚縫合、霰粒腫

摘出、先天性鼻涙管閉塞開放術、レーザー手術（網膜光凝固、虹彩光凝固）、白内障手術、緑内

障手術、硝子体手術、網膜復位術。 

８）眼科救急処置の知識を、模擬的に応用する。 

穿孔性眼外傷、鈍的眼外傷、急性閉塞隅角緑内障、網膜動脈閉塞症、硝子体出血、角膜化学傷、

電気性眼炎、転移性内眼炎。 

９）視覚障害者の自立を助ける。 

ロービジョン外来への参加、身体障害者福祉法とそれに基づく各種の福祉措置の、ビジョンエイ

ド機器機材の実体験。 

 

下記の症状を経験し、レポートを提出する。 

・視力障害、視野狭窄 

・結膜の充血 

 

指導原則・方法 

１．指導医の監督のもとに入院患者の受け持ち医として診察を行う。 

２．指導医の監督のもとに外来診療を行い、一般眼科医に必要な診察能力を高める。 

３．指導医の監督のもとに外来救急を行う。 

４．指導医の監督のもと月３回程度当直業務を行う。 

５．該当科目の経験すべき症候・病態・疾病について病歴要約レポートを作成する。 

 

 

週間スケジュール 

 8：30～12：00 13：30～16：30 

月曜日 外来 光凝固・特殊検査 

火曜日 外来 光凝固・特殊検査 

水曜日 外来 手術 

木曜日 外来 光凝固・特殊検査 

金曜日 外来  
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評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

当院での眼科研修プログラムの特徴として，全ての眼科専門領域を満遍なく研修できる点があげられる。

現在，眼科の治療内容は非常に高度になっており，小規模病院での研修には限度がある。その点，眼科専

門領域のスペシャリストがそろっている当眼科では，症例数も豊富で高価な最新機器も充実しており，日

本でもトップクラスの研修を受けられることを保証する。 

 

２．研修目標 

 

・外科（必修科目：眼科），眼科（選択科目）での一般目標 

■一般目標（GIO） 

将来，眼科を専攻するか否かにかかわらず，日常のあるいは救急（１次）の診療行う上で，最低限知っ

ておくべき眼科領域の疾患の診断および治療について学ぶ。 

 

■行動目標（SBOs） 

・自分で問題点を発見し，自分で解決できるような思考と態度を身につける。 

・看護師，視能訓練士をはじめとする多くのパラメディカルとの協調を大切にする。 

・視覚障害者の抱える特有の問題点について理解するよう努力する。 

 

■経験目標 

・１ヶ月間研修 

視力検査，眼圧測定，屈折検査，角膜曲率測定，細隙灯顕微鏡検査，眼底検査（直像鏡，倒像鏡），視野

検査などの検査の方法と原理を取得する。また，各専門外来（緑内障，網膜硝子体疾患，角膜疾患，ぶ

どう膜疾患，斜視弱視，眼腫瘍，涙道疾患）に参加し，実際に診察やモニター画面を介して基礎的疾患

を学ぶ。新患患者の検査手技やその結果の解釈を専門外来スタッフと討議しながら学ぶ。再来患者の診

察を指導医と共に行う。病棟患者を指導医と共に受け持つ。豚眼を用いた白内障手術体験をする。白内

障手術，眼形成手術，翼状片，霰粒腫などの手術の助手を行い手術の基本手技を学ぶ。 

・２ヶ月間研修 

上記の他に両眼視機能検査，蛍光眼底検査，眼底写真，光干渉断層計（OCT），走査型レーザー検眼鏡（SLO），

前眼部解析装置，視神経乳頭解析装置などの検査の方法と原理を取得する。網膜硝子体手術，緑内障手

術の第１助手を行う。 

・３ヶ月間研修 

上記の他に網膜電図などの検査の方法と原理を取得する。結膜下注射，テノン嚢下麻酔，網膜光凝固お

よびレーザー虹彩切開術，後発白内障切開の方法を修得する。 

 

  



- 255 - 

 

 

 

３．指導体制・研修方法 

 

・外科（必修科目：眼科），眼科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

眼科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任は研

修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。指導

医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：杉山和久（教授） 

②研修カリキュラム作成責任者：小林 顕（臨床准教授），横川英明（助教） 

③研修指導医責任者：小林 顕（臨床准教授），横川英明（助教） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，研修指導方法への意見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：眼科），眼科（選択科目）での研修方法 

（１）病棟の入院患者を担当し，診療にあたる。その際，視覚障害者の抱える特有の問題点について理解

する。 

（２）指導医の外来に参加し，診療補助・検査補助を行う。どのような疾患が他科から紹介されるのかに

ついても理解する。 

（３）眼科でのカンファレンスに参加する。 

（４）豚眼を用いたウェットラボを行って，マイクロサージェリーの基本を身につける。 

  



- 256 - 

 

 

 

５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

月  
教授 

回診 

緑内障外来・ 

網膜硝子体外来 
 外来検査 病棟    

火 
症例 

検討 
手術  小児外来    

水  
教授 

回診 
緑内障外来  角膜外来 病棟    

木 
症例 

検討 
メディカルレチナ外来，手術 

ウェット
ラボ 

病棟 カンファレンス 

金  
教授 

回診 
緑内障外来，手術  外来検査    
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金沢医科大学病院  

診療科名 眼科学講座 

研修責任者名 佐々木 洋 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 外来では眼科一般検査の手技を習得し、基本的検査を自分で行えるよ

うにする。 

A-1, B-2, B-4 

2. 細隙灯顕微鏡、倒像鏡での前眼部および眼底の観察が修得出来るよう

になる。 

B-2, B-3, B-4, C-1 

3. 病棟では指導医とともに患者を担当し、基本的疾患の周術期管理を中

心に行う。 

B-3, B-4, C-2 

4. 手術についてはレーザー手術（虹彩切除、網膜光凝固、YAG 後嚢切

開）および簡単な外眼部手術を経験する。 

B-2, C-1, C-3 

5. 手術については基本的疾患（白内障、緑内障、網膜硝子体疾患）の手

術手技を理解し、第１助手が出来るようにする。 

B-3, C-2,  

6. 指導医について診察に携わる。その他、教授外来、専門外来での研修

も行う。 

A-2, A-4, B-1, B-2, 

C-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 患者さんの話をよく聞いて気持ちを理解する。 

2. その日修得した検査はその日のうちに教科書や文献で勉強する。 

3. 分からない事があれば必ず指導医に聞いて、テキストなどで確認する。 

4. 積極的研修に励みチーム医療の一員としての基本と役割を身につける。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

白内障、緑内障、網膜硝子体疾患、虹彩切除、網膜光凝固、YAG後嚢切開、他 

細隙灯顕微鏡、倒像鏡での前眼部・眼底観察、眼科一般検査の手技を習得 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 症例検討会での発表による評価 

Ⅴ.スケジュール 

水曜日：午前８：００より術後教授回診、金曜日：午前８：００より教授回診、 

月曜日・水曜日・金曜日（午前９：００～午後１８：００～１９：００頃まで）：外来診察、病棟業務 

火曜日・木曜日：午前９：００より手術開始、午後１７：００頃まで手術 

水曜日：午後１９：００から医局会（症例検討会、抄読会、学会予行会） 

土曜日：隔週で午前外来、隔週で休み 

月１回火曜日：午前７：００～８：００輪読会（助教、医員、研修医） 
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◆ 皮膚科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（皮膚科）、金沢大学附属病院（皮膚科・形成外科）、 

金沢医科大学病院（皮膚科・形成外科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

 ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢赤十字病院  

指導体制 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 小村 一浩 皮膚科部長 指導医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 「皮膚は内臓の鑑（かがみ）」といわれるように、皮膚をしっかり観察することは、内科や小児科疾

患に限らず、幅広い領域の診断に有用な情報を得るための重要なてがかりとなります。皮膚病変を的

確に観察する眼を養うことにより、臨床の能力を高めてもらえるように願っています。 

 

一般目標 

 外来診療では炎症性疾患から腫瘍まで幅広い疾患の皮疹および粘膜疹の見方を習得する。さらに、

すべての入院患者症例について指導医と共に受け持ちとなり、皮膚科学的検査および治療（皮膚外科

手術を含む）について基本的な知識と技術を習得する。 

 

行動目標 

１．皮疹（原発疹、続発疹）の定義と特徴を説明できる。 

２．瘙痒に対する診断および治療の計画を立てることができる。 

３．研修すべき主な診断・検査法 

１）皮膚真菌検査（KOH 法）を行い、真菌要素の有無を判定できる。 

２）パッチテストを行い、結果を判定できる。 

３）皮膚生検が実施できる。 

４．研修すべき主な治療法・手術 

１）外用療法を習得する。 

 ① 疾患・症状に合わせた外用剤の選択ができる。 

 ② 軟膏療法の手技が実践できる。 

 ③ 軟膏療法の指導ができる。 

２）基本的な皮膚科的治療手技を習得する。 

 ① 褥瘡に対する処置、特にデブリドメンを行うことができる。 
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 ② 化膿性疾患に対する皮膚切開術を実施できる。 

 ③ いぼ冷凍凝固術を実施できる。 

 ④ 熱傷に対して、深度を評価し、適切な処置が実施できる。 

 ⑤ 紫外線療法の適応疾患を理解し、実施できる。 

 

指導原則・方法 

１．午前は外来診療、午後は月曜・木曜が外来診療、火曜は手術、水曜と金曜は検査および病棟診療

を行う。 

２．皮膚科全般の診療経験を積み、適切な検査の選択と実施および判定、皮膚疾患に対する診断と治

療計画の立て方を習得する。 

３．指導医とともに数人の入院患者を受け持つ。 

４．様々な皮膚腫瘍に対する手術を経験し、助手を務める。 

５．該当科目の経験すべき症候・病態・疾病について病歴要約レポートを作成する。 

 

 

週間スケジュール 

 午前 午後 

月 外来 外来 

火 外来 手術 

水 外来 検査 

木 外来 外来 

金 外来 検査、症例カンファレンス 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修医

にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修科

別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了時

には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価を

行い、年間指導医に報告する。  



- 260 - 

 

 

 

金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

「皮膚から内臓へ」患者をよくみて触れることから始まる皮膚科学は，プライマリーケアとして必須で

あり，臨床能力を高めるための礎となる。通常，肉眼で確認できる皮膚病変であるが，それに加えて真菌

検査やツァンクテスト，ダーモスコピーなどの手技を体得することにより幅広い皮膚疾患の診断が可能と

なる。更に，皮膚縫合などの外科的手技を身につけることが出来れば，多くの皮膚疾患に対する初期対応

が可能となる。このように皮膚科研修では内科・外科両要素について幅広い研修が可能である。また，内

科系専門プログラム（Ⅲ）の選択では，医師臨床研修時より重点的に皮膚科を中心とした研修スケジュー

ルを組むことが可能である。 

また，形成外科診療科における研修の希望がある者には，個別に対応する。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：皮膚科）での一般目標 

内科としての総合的知識・技能を習得する。 

（プログラムⅠ（専門領域重点プログラム）の将来皮膚科を目指す者を対象とする。） 

・皮膚科・形成外科（選択科目）での一般目標 

(1)皮膚科外来における一般診療の実施 

(2)入院加療を要する重症皮膚疾患の診断・治療 

(3)皮膚外科手技の技術習得 

(4)皮膚病理組織診断の基本的知識の習得 

(5)専門外来（膠原病・アトピー・腫瘍・乾癬・レーザーなど）での最新治療の経験 

(6)形成外科の研修 

 

３．指導体制・研修方法 

 

・内科（必修科目：皮膚科），皮膚科・形成外科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

皮膚科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任は

研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：竹原 和彦（教授，皮膚科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：前田 進太郎（医局長） 

③研修指導医責任者：前田 進太郎（医局長）， 

大石 京介（病棟医長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 
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（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき１名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に５～１０人前後の入院患者（うち新患３～５人）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点をチェックし，必要に応じ研修医の研修ス

ケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は研修医の自己

評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督のもとに研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，基本

的に休日の診療は必須でない。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：皮膚科），皮膚科・形成外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・１年次，２年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（休日を除く毎日。休日の診療に自主的に参加するのは構わない。） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）や病棟カンファレンス（週１回）における受け持ち患者についての提示 

・処置や検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，血液培養などの基本的

検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指

導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１回程度：午前９時～午前１２時） 
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・外来担当医と共に患者の診察を行う。 

・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週にそれぞれ 1回開催される。毎回参加する。 

（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修 

研修期間の内，関連病院での診療の見学などの希望に対しては柔軟に対応する。 

 

５．研修スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

月  外来あるいは病棟 病棟    

火  総回診 病棟／外来 専門外来 病棟 
症例検討会 

カンファレンス 

水  病棟／外来／手術 専門外来 病棟    

木  病棟／外来／手術 専門外来／手術 病棟    

金  病棟／外来 専門外来 病棟    
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金沢医科大学病院  

診療科名 皮膚科 

研修責任者名 望月 隆 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 皮膚の構造を分子・細胞・組織・肉眼の各レベルにて機能と関連させて理解する A-4,B-2 

2. 皮膚科医にとって重要な皮膚の病態生理を認識する A-4 

3. 皮膚疾患の診断を正確に行うために必要な医療面接技能、症候学、発疹学を修得

する 

A-2,A-3, 

B-3 

4. 皮膚疾患の診断を正確に行うために必要な皮膚病理組織学を修得する A-4 

5. 全身療法を必要とする皮膚疾患について、治療法の原則を説明できる C-1,C-2 

6. 局所療法実施あるいは熟知、説明できる C-1,C-2 

7. 患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を構築する B-1,B-3 

8. 医療チームの構成員であることを理解し、他の構成員と良好なコミュニケーショ

ンを取ることができる 

B-4,B-5,B-6 

9. 医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、高い倫理観をもった診療を実施できる A-1 

10. 患者および医療従事者にとって安全な医療を遂行する B-6 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診療に参加する 

2. 病棟担当医として入院患者を受け持つ 

3. 毎週、回診時に症例提示をおこなう 

4. 毎週、カンファレンス時に症例提示をし、討論する 

5. 学会で症例報告を行う 

6. 研究会へ参加する 

7. 当患者に対する文献的考察を行う 

8. 抄読会を行う 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

臨床手技 ：圧迫止血法、包帯法、注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保）、局所麻酔法、創部消
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毒とガーゼ交換、簡単な切開・排膿、皮膚縫合、軽度の外傷・熱傷の処置 

検査手技 ：超音波検査、皮膚生検、アレルギー検査 

経験できる疾患：自己免疫性水疱症、炎症性角化症、膠原病、急性化膿性皮膚疾患、皮膚腫瘍など 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 上級医、指導医による診療態度やプレゼンテーション・ディスカッション能力、知識や技術の評価 

Ⅴ.スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 

午前 外来 外来 外来 外来 外来 

回診 

外来 

午後 病棟 病棟 

回診 

カンファレ

ンス 

抄読会 

病棟 

検査 

手術 

病棟 病棟 

検査 

手術 
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診療科名 形成外科 

研修責任者名 島田賢一 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 創傷治癒の過程を理解し、基本的なな創処置を行う Ｃ-1、2 

2. 上級医の指導の下、皮膚縫合を行う Ｃ-1、2 

3. 上級医の指導の下、浸潤麻酔を行う Ｃ-1、2 

4. 手指、顔面骨のレ線、CT で骨折を診断する Ｃ-3 

5. 診療録を適切に記載する Ｂ-1、6 

6. 他科へのコンサルテーションをする Ｂ-4、6 

7. 回診や術前カンファレンスで的確な症例提示を行う Ｂ1，2，4、8 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医グループの一員として入院患者を受け持つ 

2. 外来診察に参加する 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、担当医グループの一員として治療に参加する。 

4. 術前カンファレンスにおいて、担当患者の術式を提示する。 

5. 担当患者の病態に関する文献的考察をおこなう 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

経験できる症候：熱傷・外傷・術後創の創処置 

臨床手技：圧迫止血法、包帯法、導尿法、ドレーン・チューブ類の管理、局所麻酔法、創部消毒

とガーゼ交換、簡単な切開・排膿、皮膚縫合、軽度の外傷・熱傷の処置 
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Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッション

を 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

平日：8：10 医局でのカンファレンスから所属グループの業務終了まで 

土曜：9：00 から所属グループの業務終了まで 

日・祝日：積極的に入院患者の処置、回診、急患の手術への参加 することが望ましい 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 手術 回診 

外来 

病棟の処置 

手術 回診 

外来 

病棟の処置 

手術 病棟の処置 

午後 手術 

病棟の処置 

 手術 

病棟の処置 

 手術 

病棟の処置 
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◆ 泌尿器科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（泌尿器科）、金沢大学附属病院、金沢医科大学病院 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

 ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢赤十字病院  

指導体制 

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 小中 弘之 泌尿器科部長 指導医 

 

科目責任者からのメッセージ 

 泌尿器科は内科的かつ外科的という両面を有し，患者の診断から治療，そして患者の生涯にわたっ

て最期までを診ることができる診療科です．泌尿器科の研修においては，副腎，腎，尿管，膀胱，前

立腺，精巣，陰茎の腫瘍性疾患，尿路性器の奇形，尿路感染症，尿路結石症，男性機能障害などの患

者を受け持つことで，泌尿器科医として必要な知識を習得することはもちろんのこと，泌尿器科の多

岐にわたる手技や手術を見学，そして実践していただきます．近年，超高齢化社会の到来に伴い，泌

尿器科医のニーズは益々高まりつつあります．外科系診療科として泌尿器科を是非とも選択していた

だき，当科でしか経験できないダイナミックなインパクトとマニアックなスペシャリティを実感して

下さい 

 

一般目標 

 泌尿器科疾患に対する基本的な診断法・検査法・治療法を身につけるとともにプライマリ・ケアに

おける最善の診療アルゴリズムを修得する。 また，泌尿器外科の基本的手技を習得しながら，研修目

標が達成できるように研修する． 

 

行動目標 

医療人に必要な基本的な姿勢あるいは態度を身につけるため，患者・家族に対するインフォームド・

コンセントの徹底，幅広い連携に基づいたチーム医療の必要性，医療における問題対応能力と安全管

理能力の育成，ガン終末期患者に対する緩和医療の実践，医療の持つ社会的側面の重要性について，

理解の向上に努める． 
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経験目標 

1.副腎，腎臓，尿管，膀胱，前立腺，尿道，陰茎，精巣，精巣上体の解剖・生理機能・病態生理につ

いて理解する． 

2.外科疾患の診断に必要な身体的所見を正確に把握できる． 

・病歴の聴取やバイタルサインを把握できる． 

・全身状態、頭頚部・胸部・腹部・四肢の診察と記載ができる． 

3.基本的な臨床検査や画像検査を指示あるいは実施し、結果を解釈できる． 

・血液生化学、肝機能、腎機能の結果を理解，解釈できる． 

・頸部，胸部，腹部，骨盤における単純 X 線検査や CT 検査の結果を解釈し，診療に活用できる． 

・腎臓・尿管・膀胱の病態分析，精巣・副腎内分泌負荷試験，排尿機能の病態分析などの専門的検査

の適応，結果の解釈及び自ら実施あるいは読影ができる． 

4.一般外科・泌尿器科の救急疾患の初期治療に参加する． 

・バイタルサイン・意識状態の把握、重症度および緊急度の適格な判断ができる． 

・循環動態の把握や血管確保ができる． 

・気道の確保，人工呼吸，心マッサージができる． 

・外傷・熟傷・中毒の病態の把握ができる． 

・ショックの診断と治療に参加できる． 

5.泌尿器科で取り扱う下記の疾患について診断でき，治療方針がたてられる． 

・一般的な泌尿器科疾患 

・腎臓疾患（腎腫瘍，腎嚢胞，腎盂腎炎，水腎症），副腎疾患（副腎腫瘍，副腎不全），尿管疾患（尿

管腫瘍，尿管狭窄），膀胱疾患（膀胱腫瘍，膀胱炎，神経因性膀胱，過活動膀胱，間質性膀胱炎，膀

胱異物），前立腺疾患（前立腺がん，前立腺肥大症，前立腺炎，血精液症），尿道疾患（尿道腫瘍，

尿道炎，尿道狭窄），陰茎疾患（陰茎腫瘍，包茎，亀頭包皮炎，陰茎形成性硬化症），精巣・精巣上

体疾患（精巣腫瘍，精巣上体炎，陰嚢水腫），尿路結石症，男性機能障害（男性不妊，勃起障害，加

齢男性性腺機能低下症候群），性行為感染症 

・女性泌尿器科疾患 

・腹圧性尿失禁，女性骨盤性器脱，膀胱瘤，尿道カルンクル，膀胱膣瘻 

・小児泌尿器科疾患 

・真性包茎，尿道下裂，停留精巣，膀胱尿管逆流症，腎盂尿管移行部狭窄症 

・泌尿器科救急疾患 

・外傷（腎外傷，尿管損傷，膀胱損傷，尿道損傷，精巣損傷，陰茎折症），急性陰嚢症（精巣捻転，精

巣垂・精巣上体垂捻転），持続勃起症 

6.外来・入院患者の検査・診断に参加する． 

・必要な検査の適応を判断するとともに，基本的な検査を自ら行うことができる． 

・尿路造影検査や内視鏡検査および超音波検査に参加し，診断できる． 

7.一般外科・泌尿器科における基本的手技，処置を身につける． 

・静脈穿刺，静脈切開，動脈穿刺，注射，採血ができる． 

・滅菌操作の重要性を理解できる． 

・糸結び，抜糸，消毒，手洗いなどができる． 

・外来で比較的簡単な創処置，縫合，止血などに参加する． 

・局所麻酔ができ皮下膿瘍などの比較的簡単な切開を自ら行う． 



- 269 - 

 

 

 

・胃管の挿入とドレーン類の管理ができる． 

・導尿，尿道カテーテル留置，膀胱洗浄などの処置を自ら行う． 

・尿管ステント留置，凝血塊除去，尿道ブジー，陰嚢水腫穿刺，嵌頓包茎修復など処置が指導医のも

とでできる． 

8.入院患者の処置・治療・手術に参加する． 

・薬物療法，輸液，輸血などの作用と副作用，さらには相互作用を十分に理解し，実施することがで

きる． 

・鎮痛剤、循環器薬剤，ステロイド剤の適切な投与や麻薬の処方ができる． 

・抗菌化学療法や抗ガン化学療法の基本的な考え方と使い方を理解する． 

・前立腺肥大症，神経因性膀胱，過活動膀胱などの下部尿路疾患や，内分泌疾患に対する療法指導や

薬物治療ができる． 

・経直腸的前立腺針生検についての目的や手順を理解し，その介助ができる． 

・呼吸管理や循環動態の管理ができる． 

・食餌療法や運動療法について十分な知識を有し，患者に指導できる． 

9.入院患者の手術に参加する． 

・疾患の種類や重症度及び患者の状態に応じて手術の適応と術式を判断できる． 

・患者や家族に対して手術に関する説明ができる． 

・麻酔（局所，脊椎，全身）に参加する． 

・手術器械や材料を正しく使用できる． 

・手術に必要な準備を指示できる（術前，術後処置を含む）． 

・消毒，術中感染と，その予防についての知識がある． 

・基本的な外科手技について習熟する． 

・手術介助ができ，協調して作業ができる． 

・手術に関連した事項について，他科あるいは他医と協調して作業ができる． 

・泌尿器科における下記の基本的手術の介助あるいは指導医のもとで執刀ができる． 

・膀胱高位切開術，経尿道的尿管結石砕石術，尿管皮膚造瘻術，外尿道切開術，包茎環状切開術，陰

茎切断術，精巣摘出術，精巣固定術，陰嚢水瘤根治術，精索静脈瘤根治術，精管結紮術，経尿道的

膀胱砕石術，経尿道的膀胱異物除去術，経尿道的膀胱生検術，経皮的腎瘻造設術，経皮的膀胱瘻造

設術 

10.術後管理を指導医のもとで行う． 

・バイタルサイン，水分バランスの重要性を理解する． 

・ガーゼ交換を行い，清潔操作を理解する． 

・異常事態発生時の適切な処置法やその早期発見法を学ぶ． 

11.緩和ケアに参加し，終末医療を体験する 
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指導原則・方法 

1.指導医の監督の元に入院患者を受け持ち，患者・家族の信頼を得られるよう良好な人間関係を築く

ことを修得する．また患者を全人的，科学的に診察することができるように修練する． 

2.指導医の下に，診断，術前検査，手術および術後管理という一連の過程に関与することで，患者の

臨床経過を通して臨床医としての能力を高める． 

3.指導医とのデイスカッションやカンファレンスを通して，術前診断，手術術式とそのリスクや治療

効果などを評価し，予想される術後合併症に対する治療法を学ぶ． 

4.基本的な外科疾患に対する診断法（造影検査，内視鏡検査，生検による組織診断など）の介助を務

め，疾患の特徴についての理解を深める． 

5.手術に参加し，疾患に対する外科的治療法を理解する． 

6.入院受け持ち患者の退院後には，1 週間以内にサマリーの記載を完成させ，指導医の評価を受ける． 

7.他科との合同カンファ レンス，臨床病理検討会，部長回診のほか， 院内外の研究会に積極的に参

加し発表する． また，泌尿器科関連学会等への参加，発表を行う． 

8.指導医の監督のもとに当直業務を行い，外来救急及び病棟の時間外診療研修を行う． 

9.毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルへルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる． 

 

週間スケジュール 

 午前 午後 

月 （外来・検査・） 病棟 手術，処置 

火 （外来・検査・） 病棟 外来 

水 （外来・検査・） 病棟 生検，処置 

木 （外来・検査・） 病棟 外来 

金 （外来・検査・） 病棟 手術，処置 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。  
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金沢大学附属病院  

  

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

泌尿器科疾患の診療に必要な基本的な考え方・技術を身に付けるとともに，泌尿器科疾患を基礎に総合

的に診断・治療していくことを目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：泌尿器科）での一般目標 

外科一般について診断，管理，治療の実際を学ぶとともに，泌尿器外科の基本的手技を習得しながら，

研修目標が達成できるように研修する。 

・泌尿器科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の泌尿器科研修準備のための知識，技能，

態度を習得する。  

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：泌尿器科），泌尿器科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

泌尿器科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任

は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：溝上 敦（教授，泌尿器科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：野原 隆弘（助教，病棟医長） 

③研修指導医責任者：角野 佳史（准教授），泉 浩二（講師）  

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 
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（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：泌尿器科），泌尿器科（選択科目）での指導体制 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，感染症病棟，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次研修医及び学生の教育について（※選択必修科目の場合） 

・１年次，２年次研修医及び学生の教育について（※選択科目の場合） 

（２）病棟研修・回診 

   ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

   ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

   ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

   ・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導

医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

   ・指導医とともに実習学生の指導や相談にのる。「教えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

   ・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１～２回：午前９時３０分～午前１２時） 

   ・新患の医療面接 

   ・外来処置研修 

（４）症例検討会・カンファレンス・抄読会 

週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

   興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

   当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修 

研修期間中，希望する関連病院で約３か月ずつ研修を行うことができる。（※選択科目の場合） 
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５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

月  手術  手術  

火 
症例カンフ
ァレンス・ 
教授回診 

病棟研修  病棟研修  
研 究 

カンファレンス 

水  手術  手術  

木  外来研修  病棟研修  

金  手術  手術  
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金沢医科大学病院  

診療科名 
泌尿器科 

研修責任者名 
宮澤克人 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 泌尿器科における検査の理解と手技の取得 C-1 

2. 上級医指導のもと 入院担当患者に対する検査・治療の 

① 選択及び説明を可能とする 
A-2 B-2 C-2 

3. 泌尿器科的緊急処置の判断・その対応 B-2 C-3 

4. 担当患者の検査・治療方法を同種・他種職と検討できる A-2 B-4 B-5   

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来での診察に参加 外来的検査を上級医指導のもとに行う    （場所：外来） 

2. 上級医と共に入院患者を担当 検査・治療・手術を計画 施行する （場所：病棟） 

3. 手術症例への積極的参加   （場所：手術室） 

4. 泌尿器科カンファレンス・他種職カンファレンスへの参加  （場所：医局・病棟） 

5. 学会・研究会への参加 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

排尿障害（尿失禁・排尿困難） 尿路感染症（腎盂腎炎・前立腺炎） 

尿路結石  泌尿器科系悪性疾患  腎移植 

採血法 注射法 ドレーン・チューブ類の管理  導尿法  超音波検査 

泌尿器科検査・手術 (尿路内視鏡検査・手術, MRI/US融合前立腺生検, ロボット支援手術, 腎移植術 

等） 
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Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 外来患者検査時・診療や入院患者に接する態度 

 疾患に対する検査方法・治療方法選択の正当性 

 手技に対する技術 

 疾患に対するディスカッション・プレゼンテーション内容 

Ⅴ.スケジュール 

午後は病棟管理・検査など指導担当医との相談となります。 

手術は緊急時以外は指導担当医の計画に準じます。 

休暇などに関しては医局長・指導担当医との相談にて予定します。 

 月 火 水 木 金 土 

午前 
外来 

手術 

回診 

外来 
外来 外来 

回診 

手術 

外来 

病棟処置 

午後 手術 
病棟処置 

検査 

病棟処置 

検査・ESWL 

病棟処置 

検査・ESWL 
手術  

17:00 以降  医局会     
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◆ 脳神経外科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（脳神経外科）、金沢医科大学病院 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

脳神経外科学的アプローチを用いて脳・神経疾患を診断・治療できる能力を身につけることを目標とす

る。また，生命，人格，高次機能に直結する「脳」を通して人間を考えることのできる医師を目指す。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：脳神経外科）での一般目標 

外科としての総合的知識の習得とともに，脳神経外科的疾患に関する基本的な知識・技能を習得する。 

・脳神経外科（選択科目）での一般目標 

必修科研修に挙げられている項目の習得や確認に加えて，将来の専門研修準備のための知識，技能，態

度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：脳神経外科），脳神経外科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

脳神経外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責

任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。

指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：中田 光俊（教授，脳神経外科科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：林 康彦（准教授） 

③研修指導医責任者：内山 尚之（臨床准教授），毛利 正直（助教）， 

見崎 孝一（助教，医局長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき１名の指導医が指導にあたる。 
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（５）担当患者予定数 

選択必修科目の場合：期間内に２０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

選択科目の場合：期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指

導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・外科（必修科目：脳神経外科），脳神経外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週２回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技（腰椎穿刺，

脳血管撮影など）は，指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に１回：午前９時３０分～午前１２時） 

・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（４）症例検討会 

毎朝７時４５分より開催。受け持ち患者についての画像診断，手術結果などについての報告を行う。 
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（５）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 
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金沢医科大学病院  

診療科名 脳神経外科 

研修責任者名 飯塚 秀明 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 脳神経外科疾患に則した病歴聴取を行い、人格にも配慮する。神経診

察ができるようになる。 

A-３、４ 

2. 脳神経外科疾患の緊急性、非緊急性を理解する。 B-2、C-3 

3. 脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、脊椎疾患、先天奇形について理解を

広める。 

B-2 

4. 患者のプライバシーに配慮し、チーム医療の一員として自覚を持ち、

患者の退院について考えられるようにする。 

A-３、B-4，5、C-4 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 病棟担当医として入院患者絵お受け持つ。 

2. 患者を選んで外来診察を行う。 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を挙げ、電子カルテに病歴・要約・考察を記録する。 

4. カンファレンスで症例を提示し、診療方針を示す。 

5. 学会・研究会などで症例報告を行う。 

6. 担当患者の病態に関する文献的考察を行う。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

意識障害、頭痛、せん妄、発熱、片麻痺、しびれ、痛み、けいれん発作、視力障害、ショック 

気道確保、人工呼吸、注射法、創傷処置とガーゼ交換、ドレーン・チューブ類の管理。動脈血採

血、腰椎穿刺、中心静脈穿刺、脳血管撮影、胃管挿入と確認 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 カンファレンスでの症例提示、診察でのディスカッションなどを通じて疾患に対する理解を判断

し、患者に対する態度や日常の接し方、態度なども評価の対象にする。 

Ⅴ.スケジュール 

月曜日：症例カンアレンス、術後患者のビデオ確認、創傷処置 

火曜部：手術日 

水曜日：教授回診、外来診療、創傷処置 夕方から抄読会など 

木曜日：手術日、血管撮影など 

金曜日：外来診察、創傷処置 
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◆ 耳鼻咽喉科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（耳鼻咽喉科・頭頸部外科）、 

金沢医科大学病院（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

     ※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢大学附属病院  

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

聴覚，嗅覚，味覚などの感覚や音声・嚥下は，「人が人らしく生きる」ために大きなウェイトを占める。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科では「感覚器・頭頸部外科から始まる全人医療」をモットーに，これらに関わる

患者を診断・治療していくことを目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・外科（必修科目：耳鼻咽喉科・頭頸部外科）での一般目標 

頭頸部外科の基本的手技を習得する。 

・耳鼻咽喉科・頭頸部外科（選択科目）での一般目標 

どのような専攻科に進もうと役立つ知識，技能，態度を習得する。将来専門研修を志す場合には，より専

門的な知識，技能を習得する。 

 

■行動目標（SBOs） 

・外科（必修科目：耳鼻咽喉科・頭頸部外科）での行動目標 

頭頸部外科の基本的手技，術後管理およびプライマリーケアを習得する。 

・耳鼻咽喉科・頭頸部外科（選択科目）での行動目標 

Step１：プライマリーケア医に必要な耳鼻咽喉・頭頸部領域一次・二次救急疾患に対する「実戦的対応法」

を習得する。 

Step２：日常頻度の高いもしくは重要な耳鼻咽喉・頭頸部領域疾患についてプライマリーケア医に必要な

「診断への道」を習得する。 

Step３：『プライマリーケア医として治療可能な疾患と「治療への道」を習得する』として「治療への道」

＝外科的手技を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・外科（必修科目：耳鼻咽喉科・頭頸部外科），耳鼻咽喉科・頭頸部外科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 
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耳鼻咽喉科・頭頸部外科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を

総括しての責任は研修指導責任者が負い，定期的に指導医および研修医との研修指導に関わるミー

ティングを開催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での

責任を担う。 

①研修総括責任者：吉崎智一（教授，耳鼻咽喉科・頭頸部外科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：脇坂尚宏（准教授） 

③研修指導医責任者：杉本寿史（講師，医局長），近藤悟（講師，病棟医長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

選択必修科目の場合：専門の異なる 2～3人の指導医が指導にあたるが，頭頸部外科グループの指導

医が主指導医となる。 

選択科目の場合：専門の異なる 2～3人の指導医が指導にあたるため，サブグループにとらわれるこ

とのない研修体制を確立する。 

（５）担当患者予定数 

研修期間中は週に 2～3人の新患入院患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は本プログラムに示された到達目標につき，「研修ノート」の各評価項目にしたがい達成の有

無を自己評価する。また必要に応じてレポートを提出する。指導医は，研修医の自己評価ならびに

レポートを確認し評価し，これを研修医へフィードバックする。また，研修医は，研修診療科での

評価，指導医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督のもとに研修医が診療にあたる。夜間および休日は当直医が対応し，必

要に応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応する。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法  

 

・外科（必修科目：耳鼻咽喉科・頭頸部外科），耳鼻咽喉科・頭頸部外科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・研修カリキュラムについて 

・病棟スケジュール紹介 
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・指導医紹介および看護師紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・外来について 

・評価表について 

・研修医および学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療：毎日行う。必要に応じて，夜間・休日も行う。 

・カルテの記載：毎日行う。夜間・休日に診療した場合にも行う。指導医とのディスカッションを

受けて記載する。 

・総回診における受け持ち患者についての提示：総回診は毎週木曜日に行われ，受け持ち患者の経

過などを提示し問題点をディスカッションする。 

・検査および手技：標準純音聴力検査，喉頭内視鏡検査，頸部超音波検査（甲状腺，唾液腺，リン

パ節），眼振検査，鼻汁中好酸球検査などの基本的検査は，指導医の指導をへて自ら主体的に行う。

額帯光源を用いての耳処置・鼻処置・咽頭処置（鼻出血の基本的止血法，魚骨などの簡単な咽頭

異物摘出）などの処置に指導医の指導のもと自ら参加する。頭頸部外傷に対する処置および耳鼻

咽喉・頭頸部外科手術およびその術後管理にも指導医の指導のもと自ら参加する。 

・教育への関わり：指導医とともに 1 年次研修医（外科研修の一部としての頭頸部外科）及び実習

学生の指導や相談にのる。 

・退院サマリーの作成：患者の退院に際しては，報告書およびサマリーの作成を速やかに必ず行う。 

（３）外来研修 

週に 1～2 回，午前 9 時～午前 12 時に外来にて行う。新患の医療面接および外来診察ならびに処置

の研修を行う。 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

症例検討会は入院症例を中心に毎日行う。専門グループ別のものも適宜行われる。医局勉強会は週

に 1回行われる。 

（５）学会および研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談のうえ，学術集会や研究会で報告する。向学のた

めに興味ある学会への参加が可能である。 

（６）当直 

当直医とともに任務に就く。 

（７）協力型病院研修（選択科目の場合） 

研修期間の間に，関連病院に出向して研修することが可能である。出向先と期間については適宜相

談する。 
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５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

月  

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

病棟もしくは手術   手術    

火  外来      抄読会 

水  病棟もしくは手術   手術    

木  外来   各種検査   専門ＣＣ 

金  病棟もしくは手術   手術    
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金沢医科大学病院  

診療科名 耳鼻咽喉科 

研修責任者名 三輪高喜 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

1. 患者との良好なコミュニケーションを形成し、患者の持つ苦痛、悩

み、要求を理解できるようになる。 

A-2、３、B-1 

2. 医療スタッフの一員として、他の医師、医療従事者とのコミュニケ

ーションを持つことができるようになる。 

A-2、３、B-4、５ 

3. 診療における清潔と不清潔の違いが理解でき、実践できる。 B-6、C-1、２ 

4. 病歴を聴取し、症状から鑑別疾患が挙げられる。 B-２、３、C-1、２ 

5. 耳鼻咽喉科の所見を観察し、正常と疾患との違いを区別できる。 B-３、C-１、２ 

6. 耳鼻咽喉科の検査を行い、結果を理解できる。 B-3、C-1 

7. 処置、手術の助手ができる。 B-3、５ 

8. 症例検討会において担当患者の説明ができる。 B-2、４、５ 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診察に参加する。 

2. 病棟担当医として入院患者を受け持つ。 

3. 頻度の高い症状を自ら診察し、鑑別診断を行い、電子カルテに病歴要約を記録する 

4. 外来検査を習得し、実践する。 

5. 処置、手術に助手として参加する。 

6. 症例検討会、回診で担当患者の報告をする。 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

難聴、めまい、鼻閉・鼻漏・嗅覚障害、顔面痛、咽頭痛、嚥下困難、呼吸困難、顔面神経麻痺、

発声・音声障害 

中耳炎（急性、慢性、真珠腫性、滲出性）、めまい（良性発作性頭位めまい、メニエール病、前庭神経

炎）、顔面神経麻痺、副鼻腔炎（急性、慢性）、アレルギー性鼻炎、嗅覚障害、味覚障害、咽喉頭炎（急

性上気道炎、扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、喉頭炎、急性喉頭蓋炎）、音声障害（反回神経麻痺、声帯ポリー

プ）、唾液腺疾患、頸部嚢胞 

耳鏡検査、耳鼻咽喉内視鏡検査、聴覚検査、平衡感覚検査、嗅覚検査、鼻腔通気度検査、味覚検

査、唾液分泌検査、音声検査 

耳垢除去、異物除去（外耳、鼻腔、咽頭、喉頭）、 

耳鼻咽喉科手術（助手として） 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッショ

ンを通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 

Ⅴ.スケジュール 

手術日：月・水・金曜日  

耳鼻咽喉科回診：月曜８時  

症例検討会：月曜８時４５分、月曜１７時、金曜８時４５分 
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診療科名 頭頸部外科学講座 

研修責任者名 辻 裕之 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標

（A,B,C 項目）との紐づけ 

11. 頭頸部領域の解剖学を習得する A-4、B-2 

12. 頭頸部領域の臓器機能の基本を理解する（咀嚼嚥下、構音発声、内分

泌機能など） 

A-4、B-2、 

13. 頭頸部癌を正確に診断するための検査を理解し手技を経験する（視

診、触診、採血、ファイバースコープ診察、超音波など） 

A-4、B-３ 

14. 頭頸部がん取り扱い規約に基づき、上記検査に加え CT,MRI、PET

などの画像情報から TNM 分類による病期診断を理解する 

A-4、B-３ 

15. 頭頸部癌の治療法（手術、放射線、化学療法）の原則を説明でき、そ

の適応、合併症や有害事象を理解する 

C-1、C-2 

16. 頭頸部癌患者へ正しい知識で全身管理をおこない、特に高頻度に遭遇

しやすい気道、栄養管理の問題を理解する 

A-4、B-４、C-3 

17. 緩和医療について知識をもち、癌性疼痛では WHO の疼痛ラダーを説

明でき、オピオイドの薬理、毒性を理解する 

A-3、B-1、B-2、B-3 

18. チーム医療を理解し、他の医療従事者（看護師、薬剤師、ST,PT,管理

栄養士、歯科衛生士など）と良好なコミュニケーションを構築する 

A-3、B-4、B-5 

19. 患者を全人的に理解し、家族を含め良好な人間関係を構築する B-1、B-3 

20. 感染などを考慮し、患者、医療従事者にとって安全な医療を行う A-1、B-6、C-1 

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

8. 外来診療に参加し、指導医のもとで検査をする 

9. 積極的に手術に助手として参加する 

10. 入院患者を受け持ち、毎週回診時に症例提示を行う 

11. 毎週カンファレンスに参加し術前の症例提示を行う 

12. 担当した症例についての治療や検査、経験した手技について教科書や文献で勉強する 

13. 不足の事態が起きた場合に状況を指導医に報告する 

14. 学会や研究会に積極的に参加する 
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Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

検査・手技：触診、ファイバー検査、超音波、採血や注射、創部処置、簡単な切開排膿、皮膚縫

合など 

経験できる疾患：頭頸部腫瘍（良性、悪性）、嚥下障害疾患（ALS、多系統萎縮症や脊髄小脳変性症等）

など 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 診療態度（積極的な参加など） 

 症例提示の際のプレゼンテーション、ディスカッションによる評価 

 処置や手術時の実地評価 

Ⅴ.スケジュール 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前 手術 外来 回診 

(AM8 時) 

手術 

外来 外来 外来 

午後 手術 

病棟 

医局会 

(PM5 時) 

病棟 手術 

病棟 

病棟 病棟 

手術 

 

 

 



- 288 - 

 

 

 

◆ 漢方医学科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（漢方医学科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

漢方医学は中国の伝統医学の影響のもと，日本で独自に育ってきた伝統医学で，漢方医学科は，この漢

方を専門とする診療科である。 

現代の標準治療は西洋医学に基づいている。しかし，漢方医学の価値は失われてしまったというわけで

はない。西洋医学と漢方医学の関係は，一言でいえば「経糸（たていと）と緯糸（よこいと）の関係」で

ある。漢方医学は身体や心に起きている事象を，西洋医学とは違う角度，違う切り口で診断し，治療する

ことができる。そのため，西洋医学に漢方医学を併用することの価値が再評価されている。当院でも 2014

年 1月に漢方医学科が診療科として独立標榜されることになった。 

漢方医学は，血液検査やレントゲンなど現代医学で通常行われている検査ができない時代から発達して

きた。そのため，五感による患者の観察と診察，問診を非常に重視している。このプログラムでは，漢方

医学の診療に必要な基本的技術と知識を身につける。漢方方剤は，医療用漢方製剤が１４８種類あり，そ

の特性に応じて使い分けることで効果が高くなる。各漢方方剤の特徴を知り，基礎的な部分では使い分け

ることができる様になるような知識を習得する。さらに，漢方医学を通じてチーム医療に積極的に参加す

ることにより，将来どの分野を専攻するのであっても，漢方医学を役立てることのできる力が得られる。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

① 漢方診療の技術の習得 

全身を診察するために，望聞問切，特に舌診，脈診，腹診の技術を体得する。 

② 漢方医学的知識の習得 

漢方医学的問診から患者の病態把握を行うために，漢方医学的用語を学び，基礎的な病態把握と診

断ができる様にする。 

③ 病態を推察し，理論を組み立てる 

① ②を習得し，自分自身で考察して，適した漢方方剤を導き出せるようになる。 

④ 英語による症例提示・プレゼンテーションの習得（希望者のみ） 

日本伝統医学としての漢方医学は，世界でもモデルケースとして注目されており，英語による症例

提示・プレゼンテーションの指導も行う。漢方医学における WHOの用語も習得しなければならない

ので，希望者のみに行う。 

 

■行動目標（SBOs） 

 漢方医学は，患者さんの話を傾聴し，敬意をもって理解しようとする謙虚さが必要である。また漢方医

学の学習に際しても，自分がすぐには理解できないことも受け入れようとする姿勢を身につける。 
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■経験目標 

１．基本的な身体診察法 

２．基本的な問診法 

３．基本的な用語・理論 

 

３．指導体制・研修方法 

 

漢方専門医が指導に当たる。 

①研修総括責任者： 小川 恵子（臨床教授，漢方医学科長） 

②研修指導補助：有光 潤介，白井 明子 

 

４．週間スケジュール 

 

 

 月 火 水 木 金 

ＡＭ 抄読会 

抄読会 

緩和ケア回診 

外来見学 

病棟回診 
病棟回診 

外来見学 
実習 

ＰＭ  レクチャー 外来見学 外来見学  

   
レクチャー 

症例検討会 
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◆ 核医学診療科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（核医学診療科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

機能画像としての核医学画像診断は，近年重要性を増しており，特に PET/CTは癌診療において不可欠の

ものとなっている。また心臓，脳の領域でも診断治療効果判定，予後評価において重要な役割をはたして

いる。I-131,I-131-MIBG,Y-90 ゼバリンによる甲状腺癌，褐色細胞腫，悪性リンパ腫に対する内用療法(内

照射療法)も積極的に行っている。当科ではそういった画像診断，治療を理解し診断・治療していくことを

目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：核医学診療科）での一般目標 

内科としての総合的知識・技能を習得する。 

（プログラムⅠ（専門領域重点プログラム）の将来核医学診療科を目指す者を対象とする。） 

・核医学診療科（選択科目）での一般目標 

全身のあらゆる臓器の生理学や病態生理学を理解しながら，その機能検査法としての核医学画像診断を

理解し基本的な報告書を作成できるようになること。内用療法の原理を理解し，基本的な治療計画を立

てることができるようになること。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：核医学診療科），核医学診療科（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

核医学診療科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての

責任は研修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催す

る。指導医は研修医が受け持つ診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：絹谷清剛（教授，核医学診療科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：萱野大樹（助教，医局長） 

③研修指導医責任者：萱野大樹（助教，医局長） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 
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研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

期間内に４人前後の入院患者を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及びレポートを提出する。指導医は，

研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評価，指導

医への評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：核医学診療科），核医学診療科（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・外来について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，看護師紹介 

・病棟スケジュール紹介 

・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

・１年次研修医及び学生の教育について 

（２）核医学検査 

・Tc-99mによる各種薬剤標識をマスターする。（原則として毎日） 

・各種検査を施行（負荷心筋 SPECT,負荷脳血流検査，RI venography etc） 

（３）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，各種検体の血液培養などの基本的検査や手

技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指導の下で

自らあるいは助手として参加する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（４）外来研修（週に１回：午前９時３０分～午前１２時） 
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・新患の医療面接 

・外来処置研修 

（５）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

週に１回。 

（６）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（７）当直 

当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 午前 午後 

月 アイソトープ部での検査 内用療法，RI検査報告書作成 

火 アイソトープ部での検査 RI検査報告書作成，抄読会 

水 負荷心筋検査 病棟回診，症例カンファレンス 

木 肺換気，肺血流検査等 PET検査読影 

金 脳血流検査等 RI検査報告書作成，甲状腺生検 
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◆ 検査部 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（検査部） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

検査部は，病院の中央診療施設として診療上極めて重要な役割を担っている。各診療科との密接な連携

を軸に，患者サービスを第一として，臨床検査にたずさわる医師と臨床検査技師が協力して 24時間体制で

診療支援に徹している。検査部では医師の依頼情報に基づき，血液・凝固検査，免疫血清学的検査，臨床

化学検査，微生物検査，遺伝子検査および生理機能検査を実施しており，年間の検査件数は 445 万件に達

している。 

検査部は，臨床検査にたずさわる各専門分野の医師と臨床検査技師で構成されており，各専門領域で，

どのような検査が行われ，検査結果をどのように解釈し，病態を理解すべきかを学ぶことが可能である。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・検査部（選択科目）での一般目標 

厚生労働省が定めた臨床検査に関わる臨床研修の到達目標のうち，自ら実施し，結果を解釈できること

が求められている検査を主体に研修を行う。 

臨床情報をもとに，必要な検査を判断•実施し，結果解釈に基づいた病態把握と臨床への応用を学ぶ。 

 

■行動目標（SBOs） 

・検査部（選択科目）での行動目標 

臨床検査情報に基づいて診断計画を立案し，診療に活用することができる。 

科学的文献を読んで理解し，考察することができる。 

医療体制における検査室の役割を理解する。 

 

３．指導体制 

 

・検査部（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

検査部における研修の管理，運営は研修総括責任者が担当する。定期的に指導医，指導補助医と研

修医との研修指導に関するカンファレンス，ミーティングを開催する。 

①研修総括責任者：和田隆志（検査部長，腎臓内科学教授） 

②研修カリキュラム作成責任者：酒井佳夫（検査部副部長，腎臓内科学准教授） 

③研修指導医責任者：酒井佳夫 

（２）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 
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（３）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，達成の有無を自己評価し，必須のレポートを

提出する。また，検査部での研修内容と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，

研修医の自己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（４）緊急時の対応について 

夜間及び休日は原則として研修を実施しない。 

（５）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・検査部（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，検査技師紹介 

・研修スケジュール紹介 

（２）病棟研修・回診 

・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

・総回診（週２回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，各種検体の血液培養などの基

本的検査や手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技（腰椎穿刺，

脳血管撮影など）は，指導医の指導の下で自らあるいは助手として参加する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）検査 

・上記目標に沿い，各検体検査の標準法を学習し，正しい知識を習得する。 

（４）カンファレンス・医局勉強会 

・医局勉強会•抄読会：週 1回 

・カンファレンス：週 1回 

（５）学会及び研究会 

学会，講習会，カンファレンスに参加する。 

（６）その他 

当院は日本臨床検査医学会の認定施設であり将来専門医取得も可能である。 
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５．週間スケジュール 

 

月曜日 午前 検査・診断  カンファレンス 

火曜日 午前 検査・診断  医局勉強会・抄読会    

水曜日 午前 検査・診断  午後 検査・診断 

木曜日 午前 検査・診断  午後 検査・診断 

金曜日 午前 検査・診断  午後 検査・診断 
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◆ リハビリテーション科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（リハビリテーション科）、 

やわたメディカルセンター（リハビリテーション科） 

金沢医科大学病院（リハビリテーション医学科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

※ やわたメディカルセンターは最大４週まで 

金沢大学附属病院  

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

リハビリテーション（以下リハ）医療は 1960年代の欧米における市民活動を起源の一つとする，先進国

を象徴する医療である。「疾病」だけでなく患者の「生活」にも着目し，患者を人として包括的に捉えて治

療計画を立てるのが特色である。治療ターゲットは「（生活）活動の低下」であるため，複数の診療科分野

にまたがって患者が存在する。とくに近年は，社会構造の高齢化に伴い一患者の症状・障害・疾病は多彩

で重複していることが多いため，このような横断的診療を特徴とするリハ科医のニーズが総合診療科医や

老年科医等と同様に高まっている。リハ医療における専門的治療手段は運動療法，物理療法，補装具（義

肢・装具・杖・歩行器・車椅子など）であるが，近年はロボット工学の治療応用など新たな治療手段の研

究や開発活動が盛んな分野である。 

金沢大学附属病院は，古くから日本リハ医学会が認定する「リハ科専門医」育成機関であり，平成 30年

度からは専門医機構によるリハ科専門医育成プログラムの基幹病院を務める。リハ科指導責任者が常勤し

ており，医学生から専門医レベルまで幅広く研修を提供できる実績がある。当施設リハは，市中病院で豊

富に経験する脳卒中リハや骨折のリハが少ない反面，市中病院に少ない心疾患手術，肺切術，乳癌切除の

周術期リハが多く，がんリハでは血液がんの患者が多い。すなわち医師臨床研修では，いわゆる急性期リ

ハの基礎・基本を学ぶことが出来る。急性期病院への勤務を希望する研修医には，主治医としてリハを活

用しなければならない立場が想定される。当科の短期間の急性期リハ体験をぜひおすすめしたい。 

 

カテゴリー： 選択科目 

推奨研修期間： １ヶ月以上３ヶ月以内 

同時受入可能な研修医数： １名まで 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

 不動，不活動の弊害（いわゆる廃用障害）を理解する。 

 高齢者は特に，治療にともなう安静臥床で容易に ADLが低下することを理解する。 

 以上に対する，「早期離床・早期リハ介入」の重要性や意義，効果を学ぶ。 

 以上に対する，運動負荷のリスクを学ぶ（特に循環呼吸器系）。 

 PT（理学療法），OT（作業療法），ST（言語・嚥下リハ）の治療の実際を体験する。 
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■行動目標（SBOs） 

・ チーム医療について：リハ医療はチーム医療実践の原点である。多職種チーム医療の中で果たすべ

き医師の役割を学ぶ。 

・ 病気ではなく人を診ること：リハ医療は人の生活活動を診療する。研修期間中は生活活動や生活環

境をとらえることを強く意識してもらう。 

・ 「安静・臥床」の利益と害：安静は治療として重要であるが，過剰であれば害をもたらす。どこま

でが本当に必要な安静なのか，どこからが無用の安静なのか，「安静」を曖昧とせず，その指示の仕

方について熟考する機会を持つ。 

 

■経験目標 

・ 医師免許を持つ研修医は，PT/OT/ST が行う治療を自ら行える立場にある。許容できる範囲内で，実

治療を施してもらう。 

・ ADL 評価，ROM評価，MMTなど,代表的な障害評価手段を使用する。 

・ 障害像を捉えるという観点で問診・診察・診療記録を実践する。 

・ 運動負荷手段としての座位・起立・立位・歩行動作，さらには有酸素運動を，バイタル変化など捉え

ながらリスク管理を含め実戦的に学ぶ。 

 

３．指導体制 

 

（１）責任者体制 

当科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての責任は研

修指導者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開催する。指導

医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：八幡徹太郎（科長，リハ医療全般担当） 

②研修カリキュラム作成責任者：八幡徹太郎（科長，リハ医療全般担当） 

③研修指導医責任者：八幡徹太郎（科長），中川 敬夫（教授），染矢富士子（教授） 

（２）当科研修体制の基本単位 

上記の責任者体制のもとで研修医一人の指導を行う。リハ科外来患者を直接診療し積極的に患者診

療を行ってもらう（責任面では，主担当医ではなく副担当医の立場となる）。 

（３）目標達成度のチェック等について 

研修総括責任者は，当科の研修目標の達成度を随時チェックし，必要に応じて研修内容の調節を行

い研修が滞りなく進むように援助する。また，研修医が２年間になすべき自己評価（到達目標達成

の有無）や必須レポートの作成についても支援すべく，十分に配慮する。 

（４）総合評価について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，研修総括責任者は研修

医の自己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（５）患者緊急時の対応について 

研修医はリハ訓練室内における緊急対応（訓練中の患者の転倒，体調の悪化等）には積極的に関わ

るが，原則，その患者のリハ科主担当医（あるいは研修総括責任者）へのコンタクトや事後報告を

必ず行ってもらう。なお，緊急時対応の最終責任はすべて主担当医と研修総括責任者が負う。 

（９）その他 
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当科研修期間中の各種要望やメンタルケア等について，研修医・専門医総合教育センターとともに

当科の研修総括責任者が随時相談にのる。 

 

４．研修方法 

 

（１）初期オリエンテーション 

・リハ科の紹介（診療体制の説明，研修指導医の紹介・指導体制の説明） 

・リハ部の紹介（セラピスト紹介，施設紹介等） 

・研修内容，研修スケジュール（診療スケジュール），研修目標の説明 

（２）リハ科医師の診療研修 

  ・入院診療研修はない。外来診療研修のみ。 

・外来診療では，研修指導医の診療の様子を傍で 1 週間見学し，研修 2 週目から，比較的平易な症例

を選んで外来診療を直接に行ってもらう（立場は副担当医として） 

・リハビリ訓練の処方に伴う事務作業は，研修期間内での習得目標としない。ただし，副担当医とし

て診た患者のリハビリ訓練処方の「治療内容」については，その一つ一つがもつ治療的意義を理解で

きるまで勉強してもらう。 

・診療記録の記載は，研修指導医（主担当医）の指示のもと行う。その内容は，研修指導医（主担当

医）ならびに研修総括責任者のチェック・指導を適宜うける。 

・セラピストとの意見交換・議論を頻繁に行うことを推奨する。 

（３）リハビリ訓練実学の経験（希望時） 

・身に着けたいあるいは経験したいリハビリ訓練項目があれば，それを自ら行うなど，PT/OT/ST の治

療実学を学ぶ機会を設定する（希望を研修総括責任者に伝える事）。具体的には，研修総括責任者が指

定したセラピストと行動をともにし，そのセラピストの指示・指導・監視下に治療手技等を実際に行

使する場面を提供する。以下の内容は標準的に提供可能。 

・理学療法：呼吸理学療法の実学（ICU中心に） 

・作業療法：高次脳機能評価の実際 

・嚥下リハビリテーション 

・６分間歩行評価 

・心疾患リハビリテーション（有酸素運動含む） 

 

５．週間スケジュール 

 
時間 

曜日 ＡＭ ＰＭ 

月  回診 医師外来診療，PT/OT/ST研修 

火 
カンファ

レンス 
回診 医師外来診療，PT/OT/ST研修 

水  PT/OT/ST 研修 

木 
カンファ

レンス 

新患 

報告会 
回診 医師外来診療，PT/OT/ST研修 回診（整形） 

金  PT/OT/ST 研修 

外来診療棟地階のリハ部に集合。（月水金：朝 8:30までに， 火木：朝 8:00までに） 
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やわたメディカルセンター  

≪ リハビリテーション科プログラム及び到達目標 ≫  

１．概要 

リハビリテーション（以下リハ）医療は 1960 年代の北欧における市民的要求活動 normalization の影

響を大きく受け発展した医療であり，診療対象は「疾患」ではなく「（生活）機能障害」「（生活）能力

障害」である。その診療スタイルは「疾患」を基準とした専門領域別・臓器別診療科の「縦断的」診療

とは全く異なり，「障害」を基準とした「横断的」診療に徹する。得意とする治療は，運動学的治療，

物理療法，あるいは義肢・装具・杖などを含む補装具でなければならない。さらには社会福祉的手段の

活用能力も求められる。以上のような特色をもつリハ医療は大変にユニークであり，斬新でもある。近

年の社会構造の高齢化に伴う「障害の増加」，医療の高度化・専門分化に伴う「障害の複雑・多様化」

のため，横断的診療を得意とするリハ医療のニーズは急速に高まっており，新たな医療スタイルの創造

も期待されたパイオニア的役割も担う医療分野とされる。 

やわたメディカルセンターは，日本リハ医学会が認定する「リハ科専門医」育成機関であり，学会が認

定するリハ科指導責任者が常勤している。医学生から専門医レベルまで，幅広いリハ医療研修が提供で

きる施設である。初期臨床研修では，現在の医学生教育で学ぶチャンスの少ないリハ医学の概論，なら

びに運動物理医療（運動障害，脳血管障害，呼吸・心疾患，高齢者，生活習慣病などに対するもの）の

概要を，身近に体験的に学ぶことができる。研修医へ期待することは，「技術の習得」よりも「リハ医

療を知る」ことである。そのことが各自の将来の医療ポリシーにプラスとなることを望むものである。

当院では、「急性期リハ」、「回復期リハ」、「生活期リハ」と全てのステージでのリハを体験していただ

くことができる。 

 

２．当院臨床研修の一般目標 

・ 「回復期リハ」で重要な障害像を知る。 

① 脳卒中 

② 大腿骨頚部骨折 

③ 廃用症候群、臥床の弊害（不活動・不動化症候群。いわゆる寝かせきり症候群） 

④ 入院高齢者の運動機能低下 

・ 以上に対する，とくに「早期離床・早期リハ介入」の重要性や意義，効果を学ぶ。 

・ 以上に対する，運動負荷のリスクを学ぶ（とくに循環呼吸器系）。 

・ PT（理学療法），OT（作業療法），ST（言語・嚥下リハ）の概要を知る。 

 

３．当院臨床研修の到達目標 

【行動目標】 

・ 人間らしさを求める医療の経験： リハ診療では，「機能障害・能力低下」に加え，これがもたらす

「ハンディキャップ」も捉える。また，「介助者」「介護度」に目をむけることは大変重要であり，

患者の家族・家庭をも含む「一家の生活」が治療対象となることも多くある。必然的に社会福祉制

度やその現状への関心も生じる。 
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・ コメディカルとの協働医療・チーム医療について考える： 当院では PT/OT/ST との議論や意見交換

が必須である。医療チームにおける医師の役割を考える機会が持てる。 

・ 現場で学ぶ： 担当症例についての指導医との議論，回診における意見交換，カンファレンスの準

備や症例提示と議論，などを経験し，独学だけでなく周囲から学ぶこと，学んだことをさらに議論

し発展させることの意義・重要性が理解できる。 

【経験目標】 

「回復期リハ」の臨床を通じ，以下を経験できる。 

・ リハ的評価手段： ADL 評価，ROM 評価，MMT など,障害の評価に用いる評価手段の代表的・標準的

なものを知ることができる。 

・ 運動負荷とそのリスク： 運動負荷手段としての座位・起立・立位・歩行動作，さらには有酸素運

動を，バイタル変化など捉えながら実践的な経験をし，運動リスクを学べる。 

・ 医療記録（＝症例サマリ）の作成 

① 初回診療記録の作成 

② リハ治療経過のショートサマリーの作成（毎週） 

③ リハ終了時サマリーの作成（治療経過の要約，医学的考察の付加） 

 

４．指導体制 

１） 責任者体制 

・ 研修総括責任者，研修カリキュラム作成責任者： 

主：西村一志（副院長） 副：池永康規（リハビリテーション科科長） 

・ 研修指導担当医： 

西村一志 

池永康規 

三苫純子 

上記医師は定期的に研修指導方法等に関するミーティングを行う。当院での研修における管理運

営，総括責任は研修総括責任者が負う。研修指導担当医は，研修医とともに患者の診察・評価，

経過観察を行い研修医の診療場面での責任を担う。 

２） 当院研修体制の基本単位 

研修指導医一人と研修医一人のペアを原則とする。 

３） 目標達成度のチェック等について 

研修指導医は，当院の研修目標の達成度を随時チェックし，必要に応じて研修内容の調節を行い研

修が滞りなく進むように援助する。また，研修医が自身の自己評価（到達目標達成の有無）や必須

レポートの作成についても支援すべく，十分に配慮する。 

４） 患者緊急時の対応について 

研修医は診療時間帯における緊急時の対応（リハ機能訓練中の患者の転倒，体調の悪化等）には積

極的に関わるが，研修指導医とのペアあるいは相互連絡下で行うことを必須とする。また，緊急時

対応の責任はすべて研修指導医が負う。 

５） その他 

当院研修期間中の各種要望やメンタルヘルスケア等について，研修指導医および研修総括責任者が

随時相談にのる。 
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５．研修内容・研修方法の実際 

１） 初期オリエンテーション 

・ 当院全体の紹介（スタッフ紹介，施設紹介，診療システム説明，治療機材説明等） 

・ 研修指導医の紹介，指導体制の説明 

・ 研修内容，研修スケジュール（診療スケジュール）の説明 

・ 目標，課題の説明 

２） 入院診療研修 

・ 入院診療では，研修指導担当医とのペアによる診療を通して，リハ診療の問診・診察・治療立案・

治療目標（ゴール）設定，等を学ぶ。 

・ 研修開始より 2週間は原則として指導医の診療見学および診療手伝いのみとし，業務の概要がわ

かりかけてきた 3 週目から，研修指導医同席のもとで，自ら入院診療の全過程を行う機会を与え

たい。 

・ PT/OT/ST の処方に関しては研修期間内での習得が難しいため，研修指導医の処方内容・治療立

案内容を勉強していくことが原則となる。 

・ 担当患者について，研修医は初回評価・経過サマリー（週１）・最終時サマリーを作成すること

を最重要課題とする。内容は，研修指導医のチェック・指導を適宜うける。 

・ コメディカルとの連携については，研修指導医の指示に基づき行動する。 

３） カンファレンス研修 

療法士との合同症例検討会を週 5 回（毎日）実施している。研修医は研修開始３週目から症例提示

を担当する。症例提示患者は研修指導医との相談で選定され，症例提示のノウハウの事前指導を受

けてから実際の提示に臨む。 

４） PT/OT/STの体験研修 

週に 2 回（半日 x2），研修総括責任者の指定する療法士（PT，OT，ST のいずれか）とともに半日を

過ごし，彼らの治療の実際を身近に見る。その内容についての要望があれば（嚥下リハ，心リハ，

呼吸リハ，小児リハを見たい等），可能な限り希望に沿いたい。 

 

６．週間スケジュール（表） 

 AM PM 

月 
ミニカン 

ファレンス 
病棟回診 

入院患者 

初診察 
合同評価 

カンファ 

レンス 

病棟回診 

・検査等 

サマリー 

作成等 

火 
ミニカン 

ファレンス 
病棟回診 

入院患者 

初診察 
合同評価 

カンファ 

レンス 

病棟回診 

・検査等 

サマリー 

作成等 

水 
ミニカン 

ファレンス 
病棟回診 

入院患者 

初診察 
合同評価 

カンファ 

レンス 

合同回診 

装具外来 

サマリー 

作成等 

木 
ミニカン 

ファレンス 
病棟回診 

入院患者 

初診察 
合同評価 

カンファ 

レンス 

病棟回診 

・検査等 

サマリー 

作成等 

金 
ミニカン 

ファレンス 
病棟回診 

入院患者 

初診察 
合同評価 

カンファ 

レンス 

外来診療 

（装具） 

サマリー 

作成等 

月火木金：朝 8:30までに病棟に集合， 水：朝 8:00 までに会議室に集合 
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金沢医科大学病院  

診療科名 リハビリテーション医学科 

研修責任者名 松下 功 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

1. 脳血管障害、外傷性脳損傷の患者の障害の状態、日常生活動作、

随伴する合併症、社会的背景（家族や職業）などを適切に評価し、

有効なリハビリテーションプログラムを作成する能力を身につけ

る。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

C-1 

2. 嚥下・摂食障害の検査（嚥下内視鏡、嚥下造影）の適応と手技お

よび評価方法を身につける。 

B-3 

3. 高次脳機能障害（失語症、失行・失認、遂行機能障害、注意障害、

記憶障害）の理解と評価方法および治療方法を身につける。 

B-2,3 

4. 脊髄損傷・脊髄疾患の患者の障害の状態、日常生活動作、随伴す

る合併症、社会的背景（家族や職業）などを適切に評価し、有効

なリハビリテーションプログラムを作成する能力を身につける。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

C-1 

5. 神経疾患の患者の障害の状態、日常生活動作、随伴する合併症、

社会的背景（家族や職業）などを適切に評価し、有効なリハビリ

テーションプログラムを作成する能力を身につける。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

C-1 

6. 関節疾患・骨折患者の障害の状態、日常生活動作、随伴する合併

症、社会的背景（家族や職業）などを適切に評価し、有効なリハ

ビリテーション治療を理解する。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

7. 四肢の切断患者の障害の状態、日常生活動作、随伴する合併症、

社会的背景（家族や職業）などを適切に評価し、有効なリハビリ

テーション治療を理解する。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

 

8. 内部障害およびがん患者の障害の状態、日常生活動作、就学の状

態などを適切に評価し、有効なリハビリテーションプログラムを

作成する能力を身につける。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

C-1 

9. 小児疾患患者の障害の状態、日常生活動作、就学の状態などを適

切に評価し、有効なリハビリテーションプログラムを作成する能

力を身につける。 

A-2,3 

B-1,2,4,6 

C-1 

10. 各種疾患における義肢・装具の適応と適切な処方を理解する。 B-2,3 

C-1 

11. 回復期病棟カンファレンスを通して、患者の在宅復帰に向けたプ

ロセスと多職種との連携を理解する。 

A-1,2,3,4 

B-4,5,6 

12. 回復期病棟回診を通して、回復期病棟における患者の医療安全と

多職種との連携を理解する。 

A-1,2,3,4 

B-4,5,7 

13. リハビリテーション診療に必要な保険診療および各種書類の内容

と理解する。 

B-7 
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Ⅴ.スケジュール 
 

 月 火 水 木 金 土 

午前 リハビリ見

学 

外来 病棟回診 外来 リハビリ見

学 

外来 

午後  装具外来 

嚥下検査 

カンファレ

ンス 

カンファレ

ンス 

装具外来 

嚥下検査 

カンファレ

ンスレンス 

カンファレ

ンス 

 

17：00～       

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

1. 外来診察に参加する。 

2. 対診依頼の患者に対し実際のリハビリテーション処方を行う。 

3. 装具外来の見学を行う。 

4. 嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査および検査後のカンファレンスに参加する。 

5. 回復期病棟カンファレンスおよび回診に参加する。 

6. 学会・研究会などで症例報告を行う。 

7. 療法士の研究報告会に参加する。 

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

脳血管疾患、外傷性脳損傷 

脊髄損傷、脊髄疾患 

関節疾患・骨折 

神経疾患 

小児疾患 

四肢切断 

各種がん、内部障害 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 外来担当患者の診療やディスカッション、カンファレンスでのプレゼンテーションやディスカッショ

ンを 通じ、疾患に対する知識、技術に加え、患者に接する態度なども評価する。 
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◆ 集中治療部 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（集中治療部） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

《診療科等の概説・特徴》 

集中治療部は平成 23 年 4 月 1 日より 22 床で運営しており，集中治療部の医師が主治医とともに重症患

者の全身管理を行っている。集中治療部の専従医師は 13 名（平成 29 年 12 月現在）であり，交代で常時 2

名以上が勤務している。 

なお，当施設は日本集中治療学会専門医認定教育施設である。 

《研修の特徴》 

気道確保および人工呼吸管理，動静脈路確保，心肺蘇生法，循環呼吸補助，血液浄化法，栄養管理，超

音波や気管支内視鏡などの各種検査法，さらに感染対策など，重症患者の全身状態の管理についての研修

を行う。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・救急（必修科目：集中治療部）での一般目標 

集中治療室に入室した重症患者の全身状態を改善させるためには，その病態を把握し，検査や治療の優

先順位と適切な治療方法を決定し，迅速にそれを遂行することが必要である。そのために臨床医に必要

な基本的な知識，技能および態度を習得することを目標とする。 

・集中治療部（選択科目）での一般目標 

救急（必修科目：集中治療部）の一般目標と同じである。 

 

３．指導体制 

 

・救急（必修科目：集中治療部），集中治療部（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

集中治療部での研修における管理運営は集中治療部での研修責任者が担当する。研修指導全体を総

括しての責任は研修責任者が負い，定期的に指導医と研修医に対する指導，教育に関してミーティ

ングを行う。指導医は，ICUに入室している患者の診療を研修医とともに担当し直接指導，教育を行

う。 

①研修総括責任者：谷口 巧（部長） 

②研修カリキュラム作成責任者：野田 透 

③研修指導医責任者：野田 透 

（２）研修体制 
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研修期間中，時間帯ごとに指導医の指導下に，ICU患者を担当し，集中治療にあたる。 

（３）検査・治療の指導体制 

指導医が ICU患者の診療を通して直接研修医を指導する。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名以上の指導医が指導にあたる。 

（５）担当患者予定数 

1ヶ月の期間内に最低 10名の患者管理を行う。 

（６）達成度のチェック方法等について 

全ての研修医が研修責任者の指導下に入り，毎週研修到達点を確認し，必要に応じて研修方法を変

更し，到達目標をクリアする。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，当院の臨床研修プログラムに示された到達目標につき自己評価およびレポートを提出す

る。また，研修責任者は研修終了後，研修評価を行う。さらに研修医は，集中治療部での研修に対

して，および指導医の評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は，指導医とともに緊急の対応にあたる。時間外（休日，夜間）は，指導医が対応する。 

（９）その他 

研修医の精神的，肉体的疲労に関して，毎日の対話から汲み取り，必要時に研修責任者が迅速に対

応する。 

 

４．研修方法 

 

・救急（必修科目：集中治療部），集中治療部（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導方法について 

・スケジュールに関して 

・配置（検査機器，物品，そのほか） 

（２）研修 

・ICU患者の診療，カルテ記載（指導医との討論を踏まえて） 

・毎日のカンファレンスでの患者提示 

・検査及び手技：侵襲の加わる検査手技は，指導医の指導の下で自らあるいは補助で参加する。そ

のほか，採血，心電図検査等の基本的検査，手技は自ら主体的に行う。 

・退室サマリー：受け持ち患者の退室サマリーを記載する。 

（３）カンファレンス，症例検討会，勉強会 

・カンファレンスは毎日朝，夕に行う。 

・症例検討会は毎週火曜日開催。 

・毎週火曜日に抄読会を行う。 

（４）学会及び研究会 

興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（５）当直 

夜間勤務指導医とともに患者の診療に当たる。 
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５．週間スケジュール 

 

 

時間 
曜日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

月  

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

回
診 

診療 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

 

火 
ケースカン
ファレンス 
・抄読会 

 

水   

木   

金   
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◆ 病理部/病理診断科 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（病理部/病理診断科）、金沢医科大学病院（病理診断科） 

     石川県立中央病院（病理診断科） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

金沢大学附属病院  

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

《診療科の概説・特徴》 

病理部/病理診断科は病理診断を主業務とし，術中迅速診断・生検診断・手術検体診断・細胞診診断を行

っている。定期的に施行されている各診療科との臨床病理検討会に参加し，臨床医に病理所見の概説を呈

示・討論している。 

《研修の特徴》 

病理検査検体の受付，固定，切り出し，標本作製，検鏡，診断，報告の一連の作業を体験することによ

り，病理検査の意義・有効性を理解することを目指す。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

病理学的知識の習得，病理診断技術，病理解剖技術を習得する。 

 

■行動目標（SBOs） 

病理部/病理診断科内の技師スタッフとの連携を円滑に行う。各科臨床医師とのコミュニケーションがと

れる。 

 

■経験目標 

一般的な外科手術材料の切り出し作業を行える。 

組織標本の下見作業と仮診断入力を行える。 

病理解剖の基本手技を習得する。 

臨床病理検討会の参加し，病理所見を呈示する。 

 

３．指導体制 

 

（１）責任者体制 

病理部/病理診断科での研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括し

ての責任は研修責任者が負い，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：大井 章史（教授，病理部部長/病理診断科科長） 

②研修カリキュラム作成責任者：池田博子（准教授，病理部副部長/病理診断科副科長） 
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③研修指導医責任者：池田博子（准教授，病理部副部長/病理診断科副科長） 

（２）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき，１名の指導医が指導にあたる。 

 

４．研修方法 

 

（１）オリエンテーション 

・研修システムについて 

・指導体制について 

・病理部/病理診断科・病理学講座について 

・研修カリキュラムについて 

・評価表について 

・指導医紹介，技師紹介 

・週間スケジュール紹介 

・病理解剖室について 

（２）病理解剖 

・解剖依頼の受付 

・臨床病歴の聴取 

・体表面の観察 

・解剖作業ならびに肉眼所見の取り方 

・肉眼写真撮影 

・肉眼診断報告 

（３）病理検査 

・組織検体の切り出し作業  

・標本作製過程の体験 

・各種染色ならびに免疫染色の実施 

・検鏡 

・仮診断入力 

・指導医による診断指導 

・術中迅速診断の仮診断入力 

・細胞診標本の検鏡 

・臨床医への連絡，問い合わせの対応 

（４）臨床病理検討会 

・病理所見スライドの作製 

・指導医によるスライドチェック 

・検討会でのプレゼンテーション 
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５．週間スケジュール 

 

 

 月 火 水 木 金 

午前 標本作製見学 切り出し 切り出し スライド作製 切り出し 

午後 
病理診断 

カンファレンス 

病理診断 

カンファレンス 

病理診断 

細胞診抄読会 
病理診断 病理診断 
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金沢医科大学病院  

診療科名 病理診断科 

研修責任者名 山田 壮亮 

Ⅰ.研修到達目標 初期臨床研修到達目標（A,B,C

項目）との紐づけ 

14. 臓器、細胞の取り扱い、検体処理、標本作成についての基礎的事

項を学ぶ。 

A-1,4、B-1,2,3,4,8,9、C-1,2 

15. 肉眼所見の取り方、切り出し法、組織像の見方、特殊染色の適応、

解釈等の基本を習得する。 

A-1,4、B-1,2,3,4,8,9、C-1,2 

16. 術中迅速診断、剖検には積極的にかかわり、さらに CPC のプレ

ゼン、レポートの提出を行う。 

A-1,4、B-1,2,3,4,8,9、C-1,2 

17. 症例報告、さらには臨床検体を用いた原著論文作製にまで関わる

ことが出来れば素晴らしい。 

A-1,4、B-1,2,7,8,9、C-2 

18. 免疫組織化学、ISH、FISH、PCR を用いた遺伝子診断、電子顕

微鏡等による診断に関する基礎的事項を習得する。 

A-1,4、B-1,2,3,4,8,9、C-1,2 

19. 医師以外のスタッフや他科のスタッフとの連携を通じて、チーム

医療へ積極的に参画し、日常診療への病理の貢献、適応、限界を

理解する。さらにリスクマネージメント、精度管理、コンサルテ

ーションの意義についても理解する。 

A-1,2,3,4、B-4,5,6,7、C-2 

20. 一病理医としてだけでなく、一社会人であるという自覚を強く持

ち、周囲のスタッフやドクターと良好な人間関係を構築できる。 

A-1,2,3,4、B-4,5,6,7、C-2 

21.   

Ⅱ.方略（上記到達目を達成するための方法および場所） 

8. 断能力の高いスタッフを擁し、院内の全検体(組織診年間約 8000 件以上、細胞診年間約 8000 件以

上、剖検約 50 件)を扱っている。各科とのカンファレンスも盛んである。金沢医科大学氷見市民病

院の診断業務にも関与している。これらの日常業務を通じて、複数の指導医により、適宜、病院病

理部において、組織、細胞、術中迅速、剖検診断に関する基本的事項の指導を行う。 

9. そのためにも、邦文・欧文を問わず、多くの教科書・論文を読解して蓄積する努力が、研修医自身

に求められる。 

10.  

Ⅲ.経験できる症候、経験できる疾患・病態、経験できる検査・手技等 

大学病院内の全検体(組織診年間約8000件以上、細胞診年間約8000件以上、剖検約50件)を経験でき

るばかりでなく、自分自身の専門としていく領域以外の症例に向かい合うことは、大変貴重な時間

といえよう。 

各科との合同カンファレンスも盛んであり、必ず参加する。金沢医科大学氷見市民病院の診断業務

も経験してもらうことで、地域医療の一端に参画する機会となろう。 

これらの多くの日常業務を通じて、組織、細胞、術中迅速、剖検診断、免疫組織化学、ISH、FISH、

PCR を用いた遺伝子診断、電子顕微鏡等による診断等を経験してもらう。 
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病理診断科の研修を行うことは、たとえ他科に進む場合でも、自身の診断精度を高めていく上で非常に

有用な体験であり、とくに外科系に進む場合には強く勧められる。 

Ⅳ.評価 

 EPOC による評価 

 ２年間の研修期間は将来、医師として進むべき道を決めるうえで大変貴重な時間である。最高の医

療に貢献できるような知識、技能、態度を身に着けるべく、あらゆることを積極的に吸収してほし

い。適宜、我々指導医が様々な角度から評価させていただく。 

Ⅴ.スケジュール 

 

 

  

9：00-10：00 11：00-12：00 13：00-14：00 14：00-15：00 15：00-15:30 15:30-16:00 16:00～

月 オリエンテーション 剖検症例検討 診断

(担当) 山田

(場所)
医学教育棟３F

控え室
医学教育棟３F
病理診断室

火 診断 診断 切り出し 診断 診断　　　　　 診断 診断

(担当) 熊谷

(場所)
医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室

水 切り出し 診断　　　　　 診断 診断 教育症例の提示

(担当) 山田 山田

(場所)
医学教育棟３F
切り出し室

医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室

木 診断 診断 切り出し 診断 診断　　　　　 診断 診断

(担当) 山田・塩谷

(場所)
医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室

金 診断 診断 切り出し 診断 総括

(担当) 塩谷 山田・塩谷

(場所)
医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
控え室

医学教育棟３F
病理診断室

診断

診断

医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室・切り出し室

医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室

医学教育棟３F
病理診断室・切り出し室

診断

医学教育棟３F
病理診断室

臨床検査技師

医学教育棟３F
病院病理部

病理検査室の案内　教育症例の検討

医学教育棟３F
病理診断室

山田、塩谷、熊谷

医学教育棟３F
病理診断室・切り出し室

医学教育棟３F
病理診断室

細胞診

外科材料、生検診断

山田

医学教育棟３F
病理診断室

10：00-11：00

生検・手術材料検討
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石川県立中央病院  

病理診断科 

 

◆ 一般目標 

１  病理医と臨床医とのあるべき基本的関係を身につける 

２  病理診断を正しく理解するための基本的知識を修得する 

３  病理診断のためになにが必要か、大切かを正しく理解する 

４  剖検の意義を理解する 

 

 

◆ 行動目標 

１ 生検標本 

組織観察の基本的手技を修得する 

 

２ 手術標本 

切り出し図を作成する 

 

３ 細胞診 

① 細胞診の長所と短所を正しく理解する 

② 細胞採取の際の注意点を把握する 

③ 良性細胞と悪性細胞の基本的違いを理解する 

 

４ 術中迅速検査 

① 検査目的を正しく理解できる 

② 肉眼診断、細胞診断、組織診断の選択について理解できる 

 

５ 剖検 

① 剖検に対する基本的心構えを修得する 

② 剖検を始める前に必要な事項を把握する 

   

６ その他 

① 肉眼標本および組織標本のデジタル画像を作成できる 

② ＣＰＣレポートを作成する 
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◇ 週間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 科長から研修医へのメッセージ 

   １ 正確な診断にもとづく適切な治療を 

   ２ 病理診断（組織診、細胞診）はより早く、より正確に、より安価に正確な情報を提供できます 

   ３ よりよい病理診断を得るためには病理検査の仕組みを正しく理解する必要があります 

   ４ 病理医を目指す方、病理検査に関わることの多い臨床科へ進まれる方の研修を待っています 

 

 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

8:30～9:30 

報告書点検 

10:00～12:00 

切出し 

8:00～8:30 

呼吸器カンファレンス 

8:30～9:30 

報告書点検 

10:00～12:00 

切出し 

8:30～9:30 

報告書点検 

10:00～12:00 

切出し 

8:30～9:30 

報告書点検 

10:00～12:00 

切出し 

8:30～9:30 

報告書点検 

10:00～12:00 

切出し 

      

午 

後 

13:00～14:00 

細胞診検討会 

14:00～15:00 

切出し図作成 

15:00～17:00 

標本観察 

13:00～14:00 

細胞診検討会 

14:00～15:00 

切出し図作成 

15:00～16:00 

症例検討会 

16:00～17:00 

標本観察 

13:00～14:00 

細胞診検討会 

14:00～15:00 

切出し図作成 

15:00～17:00 

標本観察 

18:00～18:30 

ＣＰＣ 

13:00～14:00 

細胞診検討会 

14:00～15:00 

切出し図作成 

15:00～15:30 

抄読会 

15:30～17:00 

標本観察 

13:00～14:00 

細胞診検討会 

14:00～15:00 

切出し図作成 

15:00～17:00 

標本観察 
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◆ 輸血部 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（輸血部） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

輸血療法は全ての診療科の医師に必須の治療法である。したがって，医師は輸血に関して十分な知識を

持つ必要がある。金沢大学附属病院輸血部は，「患者に優しい輸血・細胞治療」を目標に，院内各診療科と

連携した治療用細胞製剤の採取・製造・管理など特色ある診療を行っている。本研修プログラムは，輸血

医療の総合的な理解・実践を目標としている。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

輸血・細胞治療患者および提供者への適切な対応を学ぶ。輸血・細胞製剤の取り扱いを習得する。 

■行動目標（SBOs） 

輸血医療に関する基本的な知識・技能を習得する。 

■経験目標 

輸血部医師として，輸血検査・細胞採取・輸血カンファレンス・外来に参加し，輸血医療を実践する。 

 

３．指導体制 

 

（１）責任者体制 

研修総括責任者が管理運営を行い，研修指導医責任者とともに指導する。研修指導全体の責任は研

修総括責任者が負う。 

①研修総括責任者：山﨑宏人（臨床教授，輸血部長） 

②研修カリキュラム作成責任者：山﨑宏人（臨床教授，輸血部長） 

③研修指導医責任者：近藤恭夫（講師，輸血部副部長） 

（２）検査・治療の指導体制 

検査・治療方針は，研修総括責任者と相談の上計画実施する。 

（３）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 

（４）担当患者予定数 

期間内に 30人前後の外来患者（入院患者の外来紹介を含む）を受け持つ。 

（５）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（６）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき，自己評価及び必須のレポートを提出する。指
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導医は，研修医の自己評価，レポートを確認し，評価を行う。また，研修医は，研修診療科での評

価，指導医への評価を行う。 

（７）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は原則として研修を実施し

ない。 

 

（８）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

1) オリエンテーション  

2) 輸血研修 

3) 輸血外来研修 

4) 輸血カンファレンス 

5) 輸血専門医セミナー 

6) 習得内容 

① 血液型判定・交差適合試験 

② 輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について理解する 

③ 輸血拒否者への配慮をする 

④ 骨髄バンクの説明が出来るようになる 

7) 具体的な習得内容 

① 血液型検査が出来る 

② 交差適合試験が出来る 

③ 不規則生抗体の同定が出来る 

④ 血液照射が出来る 

⑤ 輸血の説明と同意書を取得できる 

⑥ 宗教的理由による輸血拒否患者に適切な対応ができる 

⑦ 輸血過誤がどこで起きているか説明できる 

⑧ 骨髄バンクの役割について説明できる 

⑨ 血小板採取・末梢血幹細胞採取を実行できる 

⑩ 自己血採取患者を管理できる 

⑪ 輸血過誤の事例を知ることが出来る 

⑫ 骨髄バンクの最終同意に参加できる 

⑬ 骨髄バンクの調整活動に参加できる 

⑭ ABO不適合移植例に輸血ができる 

 

５．週間スケジュール 

 

月曜日：輸血外来，輸血専門医セミナー   火曜日：自己血外来，輸血カンファレンス 

水曜日：輸血検査，輸血専門医セミナー   木曜日：輸血外来，輸血専門医セミナー 

金曜日：輸血検査，輸血専門医セミナー 
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◆ がんセンター ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢大学附属病院（がんセンター） 

期 間：１年目に１６週以内、２年目に３２週以内（選択科目） 

※ 金沢大学附属病院では最大４０週まで研修可能 

 

１．研修プログラムの概略・特徴 

 

悪性新生物はわが国における死亡原因の第 1 位であり，今後も増加が予想されている重要な疾患です。

その診断技術および治療法の発達は日進月歩であり，がん医療に携わるためには膨大な量の知識を有する

ことが求められる時代になり，がん患者を包括的にマネージメントできる臨床腫瘍医にかかる期待が高ま

っています。当センターにおける研修では，難治性固形がんの典型である肺がん，膵がん，原発不明がん

を中心に臨床腫瘍医に必要な基本的診断手技やオンコロジーエマージェンシーへの対応方法を学ぶととも

に，急速な進歩を遂げている分子標的薬や抗がん剤の使用の基本理念，有害事象およびその対応方法を習

得することを目標としています。 

 

２．研修目標 

 

■一般目標（GIO） 

・内科（必修科目：がんセンター）での一般目標 

内科としての総合的知識・技能を習得する。 

（プログラムⅠ（専門領域重点プログラム）の将来，がん薬物療法専門医を目指す者を対象とする。） 

・がんセンター（選択科目）での一般目標 

将来の専門研修準備のための知識，技術，態度を習得する。 

 

３．指導体制 

 

・内科（必修科目：がんセンター），がんセンター（選択科目）での指導体制 

（１）責任者体制 

がんセンターでの研修における管理運営は研修総括責任者が担当する。研修指導全体を総括しての

責任は研修指導責任者が負い，定期的に指導医及び研修医との研修指導に関わるミーティングを開

催する。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し，研修医の診療場面での責任を担う。 

①研修総括責任者：矢野 聖二（同センター長，がん進展制御研究所腫瘍内科 教授） 

②研修カリキュラム作成責任者：竹内 伸司（同センター・腫瘍内科 講師，医局長） 

③研修指導医責任者：大坪 公士郞（同センター副センター長・腫瘍内科 講師） 

（２）主治医の体制・チーム体制 

研修医は指導医と共に主治医グループを形成し，主治医の１人として患者を受け持つ。 

（３）検査・治療の指導体制 

受け持ち患者の検査，治療方針について指導医と相談し，計画実行していく。 

（４）研修医１人当たりの指導医数 

研修医１名につき２名の指導医が指導にあたる。 
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（５）担当患者予定数 

期間内に１０人前後の入院患者（うち新患５人前後）を受け持つ。 

（６）達成度のチェック方法等について 

各研修医につき専任指導医を定め，研修医の研修到達点を毎週チェックし，必要に応じ研修医の研

修スケジュールを調節して到達目標達成の援助を行う。 

（７）総合的な評価方法について 

研修医は，本プログラムに示された到達目標につき達成の有無を自己評価し，必須のレポートを提

出する。また，研修診療科と指導医の指導内容について評価を行う。なお，指導医は，研修医の自

己評価，レポートを確認し評価を行う。 

（８）緊急時の対応について 

勤務時間帯は指導医の監督の下に研修医が診療に当たる。夜間及び休日は当直医が対応し，必要に

応じて研修医を呼び出し，当直医あるいは指導医とともに対応に当たる。 

（９）その他 

毎日の指導医あるいは研修指導責任者との対話を通し，メンタルヘルスケアや研修指導方法への意

見を汲み上げる。 

 

４．研修方法 

 

・内科（必修科目：がんセンター），がんセンター（選択科目）での研修方法 

（１）オリエンテーション 

   ・研修システムについて 

   ・指導体制について 

   ・外来について 

   ・研修カリキュラムについて 

   ・評価表について 

   ・指導医紹介，看護師紹介 

   ・病棟スケジュール紹介 

   ・病棟配置（病室，検査機器，物品，その他） 

   ・１年次，２年次研修医及び学生の教育について 

（２）病棟研修・回診 

   ・入院受け持ち患者の診療（毎日。必要に応じて，夜間・休日も） 

   ・カルテの記載：指導医とのディスカッションを受けて 

   ・総回診（週１回）や毎日のグループ回診における受け持ち患者についての提示 

・検査及び手技：採血（静脈，動脈），末梢ライン確保，心電図検査，血液培養などの基本的検査や

手技は，自ら主体的に行う。侵襲を伴う検査手技あるいは専門的検査手技は，指導医の指導の下

で自らあるいは助手として参加する。 

・屋根瓦方式の教育方針に則り，指導医とともに１年次研修医及び実習学生の指導や相談にのる。「教

えることは学ぶこと」を自らも実践する。 

・退院サマリー：患者の退院に際しては，報告書やサマリーの作成を必ず行う。 

（３）外来研修（週に３−４回：午前９時～午前１２時） 

   ・新患の医療面接 

   ・外来処置研修 



- 318 - 

 

 

 

（４）症例検討会・カンファレンス・医局勉強会 

   週にそれぞれ１回。専門グループ別のものも適宜行われる。 

（５）学会及び研究会 

   興味ある症例の担当となった場合，指導医と相談の上，学術集会や研究会で報告する。 

（６）当直 

   当直医とともに任務に就く。 

 

５．週間スケジュール 

 

  月曜日：外来待機，病棟診療 

      18:00～ 研究セミナー 

  火曜日：午前：外来，内視鏡 (超音波内視鏡:EUS を含む)，腹部エコー 

      15:00～ 症例検討会，センター長回診，抄読会 

  水曜日：午前：外来，内視鏡，腹部エコー 

  木曜日：午前：外来，内視鏡，腹部エコー， 

      午後：特殊検査・治療（肺疾患ならびに消化器各種内視鏡検査および治療 気管支・胃・大

腸・胆道・膵中心） 

      18:00～ 臨床セミナー 

  金曜日：外来待機，病棟診療 
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◆ 保健・医療行政 ◆ 

カテゴリー：選択科目 

研修場所：金沢赤十字病院（医療社会事業部）、金沢市保健所、石川県赤十字血液センター 

期 間：１年目に４週間または ２年目に４週間（選択科目）※上限４週間 

・金沢赤十字病院医療社会事業部において、在宅医療および健康指導などを実践する（１週間）。 

・石川県赤十字血液センターにおいて、血液事業の意義と重要性を知る（１週間）。 

・金沢市保健所において、地域保健活動および保健行政を研修する（２週間）。 

 

一般目標（保健・医療行政全体として）： 

 地域に根ざした医療のできる医師となるために、地域保健、保健増進活動、およびプライマリ・ケ

アからリハビリテーション、さらに福祉サービスにいたる連続した包括的な保健医療を理解する。 

 

行動目標 

 各カリキュラムに記載 

 

評価 

研修医は、研修期間中に自身が経験した疾患や学んだことをポートフォリオに一元管理し、各科目

の研修終了時に、研修目標の到達状況について「研修科別評価シート」を用いて自己評価を行うとと

もに、「研修医による研修科指導医評価票」を用いて、研修科指導医の評価を行う。また、各科の研修

中に必要な病歴要約等を作成し、研修科指導医より指導を受ける。 

研修科指導医は、担当する分野の研修期間中に、ポートフォリオを用いて形成的評価を行い、研修

医にフィードバックしてより効果的な研修につなげるとともに、研修目標の到達状況について、「研修

科別評価シートを用いて総括的評価を行い、年間指導医に報告する。また、担当する分野の研修終了

時には、研修科指導医及び医師以外の医療職が「研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用いて、研修医の評価

を行い、年間指導医に報告する。 

 

 金沢赤十字病院（医療社会事業部）  

指導体制・補助者：  

役割 氏名 職名 備考 

科目責任者 二上 文夫 医療社会事業部長 指導医 

指導補助者 片岡 和彦 地域医療連携課長  

指導補助者 河原 久美子 医療福祉課長 社会福祉士 

指導補助者 玉岡 文 訪問看護ステーション管理者 看護師 

 

研修場所：金沢赤十字病院 医療社会事業部 

研修期間：１週間 
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科目責任者からのメッセージ 

 現在では地域の一つの病院が、自己完結的に予防から終末期までの包括的医療を提供することは出

来ません。地域での包括的医療の実践には、さまざまな保健医療機関との連携・協働が不可欠です。

この研修では、地域病院が行なう連携・協働を中心に学び、その中でチームリーダーとしての医師の

役割を学んでください。 

 

一般目標 

 住民が住みなれた地域のなかで、予防、治療、リハビリテーション、終末期在宅医療までを包括的

に受けられるために地域病院はどのような役割を理解し、医師としてリーダーシップを発揮するため

に、病院が提供している保健・医療だけでなく、地域の保健医療機関や福祉サービス機関との連携・

協働のあり方を理解する。 

 

行動目標 

１）根拠法令に基づいた地域保健・医療・福祉活動を理解する。 

２）かかりつけ医で行われるプライマリ・ケアを理解し、病診連携を学ぶ。 

３）開放病床が地域医療に果たす役割を理解し、運営を学ぶ。 

４）地域医療ケアチームの実践を理解し、連携・協働を行う。 

５）回復期、慢性期医療機関や介護施設の役割を理解し、連携を学ぶ。 

６）訪問看護の役割を理解し、実践する。 

７）在宅医療に必要な知識・技術・態度を理解し、連携・協働を実践する。 

 

指導原則・方法  

１．介護保健施設等の役割についてショートレクチャーを行う。 

２．院内で開催される各種の患者教育・教室に参加する。 

３．来院された登録医の先生の下で、地域でのプライマリ・ケアや在宅医療の実践について学ぶ。 

４．入院中および退院時における地域医療ケアチームとのカンファレンスに参加する。 

５．訪問看護に同行する。 
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 石川県赤十字血液センター   

 

研修場所：石川県赤十字血液センター 

研修期間：１週間 

 

指導体制：  

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 中尾 眞二 石川県赤十字血液センター所長  

 

研修実施責任者からのメッセージ 

 本邦では、血液製剤は１００％、善意のボランティア献血により支えられている。この製剤が臨床

現場で適切に使用されることにより、多くの人命が救われている実態がある。臨床医として歩みだす

際に、このボランティア活動の重要性、それを支える血液事業の役割などについて直接学習する機会

を得ることは、きわめて有意義と考えられる。 

医療の原点が少なからずボランティア精神に裏打ちされていることを認識する時、血液製剤の不断

の確保はひとつの象徴的なモデルとして位置づけることができ、医療人として学ぶ点が多い。 

 

一般目標 

 無償の献血者に接する献血現場を体験し、採血、検査、製造（製剤）、供給の工程をつぶさに観察、

理解するとともに、検診業務への参画を通して血液事業の意義とその重要性を知る。 

 

行動目標 

１ 本邦における血液事業の概要を学ぶ。 

２ 血液製剤、分画製剤の種類と各採血から製造、供給にいたる全工程の基本を学ぶ。 

３ 血液の安全性確保のための８項目について履修する。 

４ 感染症予防の必要性、その意義の重大性を学ぶ。 

５ 献血者の問診の重要性を学び、その技能を習得する。 

６ 献血時での副作用発生の可能性を理解し、必要時にその観察、処置の体験を行う。 

７ 事前検査の意義、判定法を学び、採血否となる状態を認識し、その原因について検討する。 

８ 看護師、検査技師、薬剤師などの医療スタッフとの連携に努める。 

９ ボランティア活動の意義、医療の原点について考察する。 

１０ 若年層の献血協力の重要性を学ぶ。 
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タイムスケジュール 

≪1 日目≫ 

時 間 研修項目          研修概要 

９:00～９:10 所長挨拶 研修の目的等 

９:10～10:10 I  血液事業の仕組み 

II 血液センターの役割 

血液事業のあゆみ（講義） 

血液センター業務（講義） 

10:20～12:00 III 安全対策 

VI 輸血感染症 

安全対策８項目（講義） 

最近の輸血感染症（講義） 

12:00～13:00 昼食 

13:00～14:50 IV  検診医の役割 

V  問診項目 

VII 採血副作用 

検診医の心構え（講義） 

検診医の役割（講義） 

15:00～16:00 所内見学 

（業務、採血、製剤、供給） 

血液センターの現場を実地に見学 

16:00～17:00 VIII 血液型検査の技術 

  （検査業務見学を含む） 

血液型検査の実習（検査室） 

17:00～17:10 2日目の連絡等 

（終了後解散） 

小会議室・副所長室 

 

≪2 日目以降≫ 

時 間 研修項目 研修概要 

9:00～17:00 IX検診、問診の技術 採血現場での検診業務の実習 

17:00～17:30 まとめ 各研修場所 
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 金沢市保健所  

 

指導体制：  

役割 氏名 職名 備考 

研修実施責任者 越田 理恵 金沢市保健所所長 指導者 

上級医 折坂 聡美 金沢市保健所医師  

上級医 北岡 政美 金沢市保健所医師  

 

研修場所：金沢市保健所・福祉健康センター 

研修期間：２週間 

 

一般目標 

 地域に根ざした医療のできる医師となるために、ヘルスプロモーションを基盤とした地域保健、健

康増進活動、および、プライマリケアからリハビリテーション、さらには福祉サービスに至る連続し

た包括的な保健医療を理解し、公衆衛生の重要性を実践の場で学ぶとともに、地域保健行政における

医師の役割を理解する。 

 

行動目標 

１．根拠法令に基づいた地域保健活動を述べる。 

２．ヘルスプロモーションの重要性を説明する。 

３．地域の健康づくりを経験する。 

４．小児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりに関わる保健指導を行う。 

５．患者が適切な医療制度を利用するための支援体制につき述べる。 

６．結核・食中毒・感染症などの事例により、地域の健康危機管理の必要性を述べる。 

７．安全な医療を実践するための体制を述べる。 

８．医師が扱う死亡診断書等の公的文書を適切に記載できる。 

 

２週間研修（１０日間） 

研修内容 研修日数 担当施設 研修の内容の詳細 

保健所   ３日 保健所 感染症対策、結核対策、食品衛生、環境衛生 

母子保健   ２日 駅西ＦＷＣ 乳幼児健診、予防接種制度、家庭訪問 

老人保健   ２日 駅西・泉野ＦＷＣ お年寄り福祉支援センター業務、介護保険認定、健

康増進教室 

精神保健   ２日 泉野ＦＷＣ 精神・難病福祉概要、社会適応訓練概要 

健康推進概要   １日 保健所 オリエンテーション、栄養改善、口腔衛生、窓口業

務説明など 
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Ⅴ 目標と評価 

 

目標、評価に関する書類は、研修医が自己評価したうえで年間指導医や研修科指導医等がコメント

の記入や署名・押印した時点で完成となります。完成した書類は、コピーを総務課まで提出してくだ

さい。提出後は「目標、評価シート提出チェックリスト」に随時チェックを入れてください。原紙は

各自でガイドブックにつづり保管してください。全ての書類を提出しないと研修修了が認定されませ

ん。（他の必修項目である病歴要約や CPC レポートの様式は、別冊「研修医ガイドブック」参照） 

 

・＜年次毎提出＞ 年間目標  

・＜年次毎提出＞ 到達目標と達成度評価票シート 

・＜年次毎提出＞ 基本的臨床手技評価票 

・＜年次毎提出＞ 研修医による年間指導医評価票 

・＜年次毎提出＞ 指導者（師長）による研修医評価票 

・＜研修科毎提出＞ 研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（指導医・指導者のみ） 

・＜研修科毎提出＞ 研修科別評価シート 

・＜研修科毎提出＞ 研修医による研修科指導医評価票 

・＜随時記録・年次毎提出＞  一般外来研修の実施記録表 

・＜随時記録・年次毎提出＞  基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修の記録 

・＜随時記録・年次毎提出＞  社会的要請の強い分野・領域等に関する研修の記録（推奨） 
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年間目標 

 

 

◆ １年次            評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い） 

  研修医 
年間 

指導医 

1    

2    

3    

4    

5    

 

◆ ２年次            評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い） 

  研修医 
年間 

指導医 

1    

2    

3    

4    

5    

※ 「１年後にどんな医師になりたいか」を各年次初めに記入してください。 
※ 記入後にコピー（印刷）し、年間指導医に提出してください。 

年次毎提出 

研修医氏名：             
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到達目標と達成度評価シート 

 

年間指導医 署名欄 

研修医氏名               

    研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

１年次・年間指導医氏名          ㊞  ２年次・年間指導医氏名          ㊞  

※１年次終了時に一度コピー（印刷）したものを提出すること 

臨床研修総合評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い ＮＡ：機会なし） 

外来または病棟において、上記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見に基づく臨床推

論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

経験すべき症候 
研修医 年間指導医 

１年次 ２年次 １年次 ２年次 

  １）ショック         

  ２）体重減少・るい痩         

  ３）発疹         

  ４）黄疸         

  ５）発熱         

  ６）もの忘れ         

  ７）頭痛         

  ８）めまい         

  ９）意識障害・失神         

  10）けいれん発作         

  11）視力障害         

  12）胸痛         

  13）心停止         

  14）呼吸困難         

  15）吐血・喀血         

  16）下血・血便         

  17）嘔気・嘔吐         

  18）腹痛         

  19）便通異常（下痢・便秘）         

  20）熱傷・外傷         

  21）腰・背部痛         

  22）関節痛         

年次毎提出 
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経験すべき症候 
研修医  年間指導医  

１年次 ２年次 １年次 ２年次 

  25）興奮・せん妄         

  26）抑うつ         

  27）成長・発達の障害         

  28）妊娠・出産         

  29）終末期の症候         
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臨床研修総合評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い ＮＡ：機会なし） 

外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

経験すべき疾病・病態 
研修医 年間指導医 

１年次 ２年次 １年次 ２年次 

  １）脳血管障害         

  ２）認知症         

  ３）急性冠症候群         

  ４）心不全         

  ５）大動脈瘤         

  ６）高血圧         

  ７）肺癌         

  ８）肺炎         

  ９）急性上気道炎         

  10）気管支喘息         

  11）慢性閉塞性肺疾患（COPD）         

  12）急性胃腸炎         

  13）胃癌         

  14）消化性潰瘍         

  15）肝炎・肝硬変         

  16）胆石症         

  17）大腸癌         

  18）腎盂腎炎         

  19）尿路結石         

  20）腎不全         

  21）高エネルギー外傷・骨折         

  22）糖尿病         

  23）脂質異常症         

  24）うつ病         

  25）統合失調症         

  26）依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）         
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臨床研修総合評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

その他（経験すべき診察法・検査・手技等） 

 研修医 年間指導医 

１．医療面接 １年次 ２年次 １年次 ２年次 

１） 緊急処置が必要な状態かどうかの判断ができる         

２） 診断のための情報収集ができる         

3) 互いに信頼できる人間関係を樹立することができる         

4） 患者への情報伝達や健康行動の説明ができる     

5） 
望ましいコミュニケーションのあり方を追求する心構えと習慣が身

についている     

6） 患者に対し傾聴することができる     

7） 家族を含む心理社会的側面に配慮できる     

8) プライバシーに配慮できる     

9） 
病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レ

ビュー等）を聴取し、診療録に記載できる     

２．身体診察          

1) 
適切な診察手技（視診、触診、打診、聴診等）を用いた全身と局

所の診察を速やかに行うことができる         

2) 倫理的に十分な配慮ができる         

3） 産婦人科的診察を含む場合の配慮ができる     

３．臨床推論         

1) 
病歴情報と身体所見に基づいて、行うべき検査や治療を決定で

きる。         

2) 
検査や治療の実施にあたって必須となるインフォームドコンセント

を受ける手順を身に付ける。         

3) 見落とすと死につながる Killer disease を確実に診断できる         

４．地域包括ケア・社会的視点         

 

物忘れ、けいれん発作、心停止、腰・背部痛、抑うつ、妊娠・出

産、脳血管障害、認知症、心不全、高血圧、肺炎、慢性閉塞性

肺疾患、腎不全、糖尿病、うつ病、統合失調症、依存症などの疾

患について、患者個人への対応ができるとともに、社会的な枠組

みでの治療や予防の重要性を理解している。        

５．診療録 

1) 日々の診療録を SOAPで記載できる（退院時要約を含む）        

2) 入院患者の退院時要約を作成できる     

3) 各種診断書（死亡診断書）を作成できる     
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臨床研修総合評価（経験をし、活動記録を記載すること）評価（Ａ：目標に達したＢ：目標に近い Ｃ：目標に遠い ＮＡ：機会なし） 

基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修（必須） 

 研修医 年間指導医 

 １年次 ２年次 １年次 ２年次 

１．感染対策（院内感染や性感染症等）         

２．予防医療（予防接種を含む）         

３．虐待         

４．緩和ケア         

５．アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）         

６．臨床病理検討会（ＣＰＣ）         

社会的要請の強い分野・領域等に関する研修（推奨） 

 研修医 年間指導医 

１．児童・思春期精神科領域 １年次 ２年次 １年次 ２年次 

２．薬剤耐性菌         

３．ゲノム医療         

４．その他         
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年次毎提出 
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研修医による自己評価票 

研修医氏名：                  年次 

研修期間：     年   月   日 ～      年   月   日 

 

評価方法：以下の５段階で評価する。 

 ５：抜きんでている、４：優れている、３：標準、２：良くない、１：極めて良くない 

※Ⅱ．研修に対する姿勢の、「精勤度」と「服装・身だしなみ」に関しては以下 

５：標準、３：良くない、１：極めて良くない 

※「１」は不合格ですので、必修科の場合は再履修が必要となります。 

 

Ⅰ．臨床知識と技能 

 １．基本的知識の研修目標到達度                  ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．基本的技能の研修目標到達度                  ５ ４ ３ ２ １ 

 ３．医療面接技法の研修目標到達度                 ５ ４ ３ ２ １ 

 ４．ＰＯＭＲに基づく診療記録（概要録を含む）が記載できた     ５ ４ ３ ２ １ 

 ５．症例に関する情報（症状、所見など）を整理し、対策を 

   立てられた                          ５ ４ ３ ２ １ 

 ６．症例を適切に提示し、討議できた                ５ ４ ３ ２ １ 

 ７．患者及び家族に対し納得のいく説明ができた           ５ ４ ３ ２ １ 

 ８．保健医療法規・制度、公費負担医療など医療の社会的側面      

   が理解できた                         ５ ４ ３ ２ １ 

 

Ⅱ．研修に対する姿勢 

 １．精勤度（遅刻・早退・欠勤時の連絡を含む）           ５   ３   １ 

 ２．服装・身だしなみ                       ５   ３   １ 

 ３．積極的・自主的に研修した                   ５ ４ ３ ２ １ 

 

Ⅲ．対人関係・態度 

 １．患者・家族と良好なコミュニケーションがとれた         ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．医療チーム（コメディカルを含む）内で良好なコミュニ       

ケーションがとれた                      ５ ４ ３ ２ １ 

３．挨拶、患者への自己紹介、言葉遣いが適切であった        ５ ４ ３ ２ １ 

 

コメント：（「１」または「２」の場合は必ずコメントを記入すること） 

  

年次毎提出 
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研修医による年間指導医評価票 

研修医氏名：                  年次 

研修期間：     年   月   日 ～      年   月   日 

年間指導医氏名：            

 

                                 はい      いいえ 

１．年間指導医の指導法は良かったですか               ５ ４ ３ ２ １ 

２．年間指導医に熱意は感じましたか                 ５ ４ ３ ２ １ 

３．年間指導医は研修医の心身の状態に配慮しましたか         ５ ４ ３ ２ １ 

４．年間指導医はプログラム責任者と適切に連携 

しましたか                           ５ ４ ３ ２ １ 

５．あなたの年間指導医の指導法で良かった点と良くなかった点を挙げてください。                   

〔良かった点〕 

 

 

 

 

〔良くなかった点〕 

 

  

年次毎提出 
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指導者（師長）による研修医評価票 

研修医氏名：                  年次 

研修期間：     年   月   日 ～      年   月   日 

（       ）師長（評価者）：            ㊞  

 

評価方法：以下の５段階で評価する。 

 ５：抜きんでている、４：優れている、３：標準、２：良くない、１：極めて良くない 

 

Ⅰ．医師としての基本的態度 

 １．精勤度（遅刻、欠勤等の連絡）                 ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．身だしなみ                          ５ ４ ３ ２ １ 

 ３．積極性（病棟内緊急事態への対応など）             ５ ４ ３ ２ １ 

 ４．患者／家族に対する説明                    ５ ４ ３ ２ １ 

 ５．病棟の規則の遵守                       ５ ４ ３ ２ １ 

Ⅱ．対人関係 

 １．患者・家族とのコミュニケーションおよび共感的姿勢       ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．医療チーム（コメディカルを含む）内のコミュニケー 

ションと協調性                        ５ ４ ３ ２ １ 

３．挨拶、患者への自己紹介、言葉遣い               ５ ４ ３ ２ １ 

Ⅲ．総合評価                            ５ ４ ３ ２ １ 

コメント：（「１」または「２」の場合は必ずコメントをお願いいたします） 

  

年次毎提出 
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研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

内科 （金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修病院および診療科           病院         科 

    研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い ＮＡ：機会なし） 

１．内科共通 研修医 
研修科

指導医 

  患者、家族から的確に病歴を聴取し、身体所見をとる。     

  POMR(Problem Oriented Medical Record)に従い、適切に診療録を作成する。     

  緊急を要する内科的疾患の初期診療に関する臨床能力を身につける。     

  各専門医のコンサルテーションを得て、各種疾患の診断、治療計画を作り、実践できる。     

  生活習慣病を理解し、生活指導を行うことができる。     

  各種感染症やキャリア（HBV,HCV,HIV,HTLVなど）の生活指導を行うことができる。     

  慢性疾患患者に対し、リハビリテーション、在宅医療、社会復帰の計画・立案を行う。     

  患者・家族とコミュニケーションをとる能力をつけ、病状などを理解しやすく説明できる。     

 

研修科毎提出 
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２．内科各専門分野の目標 

Ａ．内科（消化器） 研修医 
研修科

指導医 

  消化器疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。     

  

食道・胃・十二指腸疾患の病態を理解し、治療できる。 

 食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎     

  

小腸・大腸疾患の病態を理解し、治療できる。 

 イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻     

  

胆嚢・胆管疾患の病態を理解し、治療できる。 

  胆石、胆嚢炎、胆管炎     

  

肝疾患の病態を理解し、治療できる。 

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     

  

膵臓疾患の病態を理解し、治療できる。 

  急性・慢性膵炎     

  消化器疾患で外科的治療の適応を適切に判断でき、外科にコンサルテーションできる。     

  上部消化管の内視鏡検査が実施できる。     

  下部消化管の内視鏡検査（シグモイドスコピー）が実施できる。     

  急性消化管出血の初期対応ができ、適切に原因精査を計画、依頼できる。     

  

内視鏡的治療（ポリペクトミー、粘膜切除、止血、静脈瘤結紮、硬化療法など）の手技を理解し、術

後管理ができる。     

  

消化管悪性腫瘍の化学療法が実施でき、副作用に対する予防措置が行える。癌性疼痛の管理が

できる(WHO方式)。     

  経鼻胃管の挿入ができ、内視鏡的胃瘻造設術の介助ができる。     

  また術後管理、栄養管理ができる。     

  腹部超音波検査を実施できる。     

  腹部臓器の解剖と、CT、MRIの所見が理解できる。     

  肝生検の適応とリスクを理解し、適切に依頼できる。     

  肝細胞癌の内科的治療手技を理解し、治療後の管理ができる。     

  腹水穿刺が安全に行える。     

  胆道ドレナージ術（ENBD,PTCD、内瘻化）を理解し、術後管理ができる。     

  急性腹症の診断と初期治療を行える。     
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Ｂ．内科（循環器） 研修医 
研修科

指導医 

  循環器疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。     

  胸部Ｘ線写真（各体位の）の所見をとることができる。     

  心電図（Master２階段試験も含め）検査を実施でき、所見をとることができる。     

  心エコー、トレッドミル負荷、ホルター心電図を実施でき、所見を理解できる。     

  核医学的心臓検査の意義を理解し、所見を理解できる。     

  

心臓カテーテル検査、電気生理学的検査の意義を理解し、検査の介助ができ、所見の理解ができ

る。     

  冠動脈疾患のカテーテル治療を理解し、治療の介助および術後の管理ができる。     

  

心疾患の救急処置（気管内挿管、電気的除細動、心肺蘇生、血管確保）を身につけ、AHA

（American Heart Association）のBLS（basic life support）講習会，ACLS（advanced cardiac life 

support）講習会の合格を目指す。     

  心疾患の救急（ショック、心不全、失神、不整脈、急性冠症候群）に初期対応できる。     

  

治療薬（強心薬、抗不整脈、抗凝固薬、昇圧薬、利尿薬、抗狭心薬）の薬理作用を理解し、エビデ

ンスに基づいた使用ができる。     

  冠動脈疾患の診療を行うことができる。     

  心筋障害の鑑別、治療が行うことができる。     

  不整脈の鑑別（危険な不整脈）と治療が行うことができる。     

  ペースメーカーの適応、カテーテル心筋焼却術の適応を理解し、治療を依頼できる。     

  心臓リハビリテーションを計画立案し、実施できる。     

  大動脈瘤の診断と内科的治療ができる。     

  末梢動脈疾患の治療ができ、カテーテル治療について専門医にコンサルテーションできる。     

  深部静脈血栓の治療ができ、合併症に専門医のコンサルテーションをうけ、対応できる。     
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Ｄ．内科（腎・高血圧） 研修医 
研修科

指導医 

  腎疾患の病歴を既往歴、家族歴に注意しながら正確にとることができる。     

  腎疾患・水電解質・高血圧に関連した身体所見を正確にとることができる。     

  基本的な検査を指示し、結果を解釈できる。     

  主な原発性腎疾患および二次性腎疾患の病態、診断法、治療法を理解する。     

  腎生検の適応とリスクを理解し、適切に依頼できる。     

  水、電解質異常の病態生理、治療法について理解する。     

  ステロイド、免疫抑制薬について、その適応、副作用を理解し、エビデンスに基づき使用できる。     

  各種利尿薬、降圧薬の作用機序、適応病態を理解し、エビデンスに基づき使用できる。     

  

急性腎不全の鑑別を適切に行い、治療方針が立てられる。また急性血液浄化について理解し、

その適応の判断と依頼ができる。     

  

エンドトキシン、各種免疫疾患などに対し、適切な血液浄化療法を選択でき、コンサルテー

ションできる。     

  慢性腎不全に対する食事療法を含めた治療を理解する。     

  慢性血液透析への導入と透析患者の合併症管理ができる。     

  

高血圧症の診断基準の理解、重症度判定、合併症評価および二次性高血圧の鑑別が適切にで

きる。     

  泌尿器科的疾患の鑑別と専門的治療を依頼できる。     
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Ｅ．内科（内分泌・代謝） 研修医 
研修科

指導医 

  糖尿病の病歴、症状、所見を正確にとることができる。     

  糖尿病の病態（糖の変動とインスリンとの相互作用）を理解する。     

  糖尿病の成因を理解し、病型、病期を判断できる。     

  糖尿病の合併症発症、進展のリスク因子を理解し、把握できる。     

  糖尿病の緊急処置（高血糖、低血糖）を診断、治療できる。     

  緊急患者の糖尿病管理ができる。     

  糖尿病の食事療法、運動療法を適切に指示、指導できる。     

  糖尿病の病態に応じた薬物療法を指示、処方できる。     

  脂質代謝異常の病態把握が適切にできる。     

  高脂血症の病型に応じた適切な治療が行える。     

  高尿酸血症の診断、治療を適切に行える。     

  甲状腺疾患の病歴、症状、所見を正確にとることができる。     

  甲状腺の触診、超音波検査、穿刺細胞診を指示し、結果が理解でき、治療方針をたてられる。     

  甲状腺機能亢進症の診断、治療法の選択について患者に説明し、 実施できる。     

  甲状腺機能低下症の診断、治療が適切に行える。     

  

下垂体疾患の診察、検査を適切に行い、内分泌学的評価を正確に行い、治療の選択について患

者に説明できる。     

  副甲状腺疾患の診断、内分泌学的評価を正確に行える。     

  副腎疾患の診断、内分泌学的評価を正確に行える。     
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研修科別評価シート 

 

救急部門 （ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科 

指導医 

救急患者に対し病歴を聴取するとともに，身体診察を速やかに行い，その記録ができる． 

  速やかにバイタルサインをチェックでき，症候と身体所見から重症度および緊急度を把握すると

ともに，初期対応ができる． 

  診断および治療に必要な検査を決定し指示するとともに，その結果を評価できる． 

  気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，除細動を実施できる． 

  静脈血および動脈血採血、末梢静脈路確保が確実にできる． 

  心電図の判読ができ，治療が必要な不整脈や異常波形を同定できる． 

  頻度の高い救急疾患の初期治療ができる． 

  
傷病者の病態を速やかに把握し，専門科へ適切に病態を報告し，コンサルテーションできる． 

  外傷患者の初期治療・初期診断と全脊柱固定の意味を理解し対応できる． 

  簡単な皮膚縫合，切開・排膿や止血処置ができる． 

  中心静脈路確保の手技及び合併症について理解し，技術を習得する． 

  二次救命処置（ＡＣＬＳ）ができ，また一次救命処置（ＢＬＳ）を他の医療従事者に指導できる． 

  人工呼吸器回路の組み立てができ，傷病者の病態に応じた設定や管理ができる． 

  大災害時の救急医療体制を理解し，自己の役割を把握できる． 

  死亡診断書・死体検案書を正しく記載でき，救急外来での死亡における法的処置を正しく判断・

実行できる． 

    

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

救急部門 （ 秋田赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科

指導医 

すべての救急患者に対し病歴を聴取し、全身の診察を速やかに行い、その記述ができる。     

一次、二次、三次救急の区別ができ、必要に応じすみやかにバイタルサインのチェックと初期対応が

できる。     

診断及び治療に必要な緊急検査を決定し指示できる。     

静脈血採血、末梢静脈路確保が確実にできる。     

病態に応じたＸ線撮影が指示でき、緊急的な異常を読影できる。     

心電図の判読ができ、治療が必要な不整脈や異常波形を同定できる。     

血液ガス採血、分析ができ、かつその結果を評価できる。     

傷病者の病態を把握し、適切な専門科へ適切に病態を報告しコンサルテーションを依頼できる。     

外傷患者の初期治療・初期診断と全脊柱固定の意味を理解し対応できる。     

簡単な皮膚縫合や止血処置ができる。     

中心静脈路確保の手技及び合併症について理解し、技術を習得する。     

二次救命処置（ＡＣＬＳ）を行える。     

一次救命処置（ＢＬＳ）を行え、かつ他の医療従事者に説明・指導できる。     

経口摂取できない傷病者に対し、適切な輸液・栄養管理ができる。     

経腸栄養の適応、開始時期が判断でき、実施することができる。     

人工呼吸器回路の組み立てができ、傷病者の病態に応じた設定や管理ができる。     

死亡診断書・死体検案書を正しく記載でき、救急外来での死亡における法的処置を正しく判断・実行

できる。     

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

 

 

救急部門（ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

   ＧＩＯ 

（１）臨床医に必要な基本的診療能力を一般市中病院の救急医療現場で身に付ける。 

（２）救急に対するために急性諸症の諸原因を再確認し、与えられた状況下で最も 

   適切な処置を講じる能力を身につける。 

                                  ５：確実にできる 

                      自己評価    ４：できる 

                  ５‐４‐３‐２‐１ ３：なんとかできると思う 

                                  ２：あまりよくできない 

                                  １：全くできない 

  ＳＢＯ 

 １．診察・診断 

 （１）すべての救急患者について、帰属科、疾患・外傷など、 

        性別、年齢を問わず、全身の診察を速やかに行い、診 

    断し、記述することができる。        ５‐４‐３‐２‐１ 

 （２）速やかにバイタル・サイン（意識、呼吸、循環動態、 

    体温、尿量など）のチェックができる。           ５‐４‐３‐２‐１ 

 （３）発症前後の状況を本人だけでなく、家族、付添人、救 

    急隊員などから聴取することができる。           ５‐４‐３‐２‐１ 

 

 ２．検査など 

 （１）必要な緊急検査項目を決定し、指示、施行することが0できる。  ５‐４‐３‐２‐１ 

 （２）静脈および動脈採血を正しく速やかに施行することができる。   ５‐４‐３‐２‐１ 

 （３）検査結果を正しく判断し、診断に役立たせることができる。      ５‐４‐３‐２‐１ 

 （４）Ｘ線技師へ適切な撮影法（体位、方向など）を指示することが 

できる。                                ５‐４‐３‐２‐１ 

  

部 長 印 

 

 

 

研修科毎提出 
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（５）ＣＴスキャンについての知識を向上し、異常所見を指 

    摘することができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

 （６）Ｘ線写真の読影力を向上し、異常所見を指摘すること 

    ができる。          ５‐４‐３‐２‐１ 

 （７）Ｘ線障害予防について配慮し（ことに妊娠・ペースメーカー 

に関し）、防止策を指導することができる。               ５‐４‐３‐２‐１ 

  

３．輸液・注射 

 （１）水・電解質の基本的理論、輸液の種類などの知識を習 

    得し、救急患者への薬剤の選択、適応、輸液量、速度 

    を速やかに決定し、指示し、施行することができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

  （２）静脈や鎖骨下穿刺による血管確保、皮下、筋注につい 

    ての知識（手技、器具、リスクなど）を習得し、かつ 

    速やかに施行することができる。                    ５‐４‐３‐２‐１ 

 

 ４．処方 

    経口、貼付剤、口内剤、坐剤、軟膏類、含嗽剤などに 

    ついて、その種類、適応、禁忌、使用量、副作用、配 

    合禁忌、使用上の注意、各科の処方例を習得し、処方 

    することができる。                        ５‐４‐３‐２‐１ 

 

 ５．蘇生術（対ＣＰＡ症例） 

  （１）倒れている人を発見したら、安全を確保し、意識確認後 

  人と物（緊急コール、救急カート、ＡＥＤなど）を集める 

  ことができる。                           ５‐４‐３‐２‐１ 

  （２）迅速に、意識・呼吸・循環をチェックし、蘇生術の適 

     応を決めることができる。                       ５‐４‐３‐２‐１ 

    （３）蘇生術（ＢＬＳ＋ＡＥＤ）を確実に施行することができる。 

      ａ．（Air Way：気道確保）確実に気道確保ができる。            ５‐４‐３‐２‐１ 

      ｂ．（Breathing：人工呼吸）バックバルブマスクによる 

人工呼吸（マスクおよび気管挿管）ができる。              ５‐４‐３‐２‐１ 

      ｃ．（Circulation：循環の維持）速く質の高い胸骨圧迫 

   （心マッサージ）ができる。                    ５‐４‐３‐２‐１ 

      ｄ．（Defibrilatioｎ：除細動）除細動が必要な心電図波形 

   を診断でき、安全かつ迅速な除細動（ＡＥＤも含む）が 

   できる。                           ５‐４‐３‐２‐１ 

      ｅ．（Drugs：薬剤投与）末梢静脈確保を実施でき、適切な 

   救急薬剤の選択と投与ができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

ｆ. 気管挿管の適応を判断できる。             ５‐４‐３‐２‐１ 

 

 （４）初期治療を施行しつつ、適切な専門医に連絡する状況 

    判断ができる。           ５‐４‐３‐２‐１ 



- 349 - 

 

  ６．外傷・熱傷・化学傷等 

 （１）初期評価で意識・ＡＢＣを確認、緊急度を判定し、必要で 

    あれば適切な蘇生を行うことができる。               ５‐４‐３‐２‐１ 

 （２）活動性出血に対し圧迫止血ができる。            ５‐４‐３‐２‐１ 

 （３）外傷によるショックを理解し、適切な輸液療法ができる。          ５‐４‐３‐２‐１ 

  （４）全身観察で異常を見つけ、必要な検査を実施し、速やかに 

  関係診療科に相談することができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

 （５）創処置、簡単な皮膚縫合ができる。また、局所麻酔剤や縫合糸、 

        針の知識を習得し、適切に選択、使用することができる。          ５‐４‐３‐２‐１ 

 （６）熱傷の重要度判定をし、必要な局所処置ができる。          ５‐４‐３‐２‐１ 

 

 ７．その他 

 （１）前述以外の救急医学の知識、手技（酸素の投与法、脊 

    髄穿刺、導尿、バルーンカテーテル留置など）を習得 

    し、速やかにかつ確実に施行することができる。           ５‐４‐３‐２‐１ 

 （２）感染防止（患者、医師自身、院内感染）について、防 

    止対策を行うことができる。                       ５‐４‐３‐２‐１ 

 （３）明確な診療録記載を心がけ医療紛争防止対策を行うこと 

ができる。                         ５‐４‐３‐２‐１ 

 （４）健康保険法についての知識を習得し、これに基いて請 

    求項目を指示することができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

 （５）地域の救急医療情報システムについての知識を修得す 

    ることができる。            ５‐４‐３‐２‐１ 

 （６）外部からの電話による救急患者の紹介、診療依頼、問 

    い合わせに適切に対応することができる。         ５‐４‐３‐２‐１ 

（７）患者様の痛み・苦しみに共感し適切な対応ができる。            ５‐４‐３‐２‐１ 

（８）患者様の社会的背景を考慮した診療を行い、良好な患者医師関係を構築できる。 

                                       ５‐４‐３‐２‐１ 

（９）治療計画を立てる上で、指導医や臓器専門医・主治医にコンサルテーションを確実に行える。      

                          ５‐４‐３‐２‐１     
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研修科別評価シート 

 

救急部門 （ 公立松任石川中央病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

項  目 研修医 
研修科 

指導医 

１ 救急初期診療の基本的事項を修得する   

  ①生理学的徴候およびバイタルサインの把握ができる   

  ②身体所見を迅速かつ的確にとれる   

  ③主訴や症状から救急疾患の鑑別診断を行える   

  ④重症度と緊急度が判断できる   

⑤ＢＬＳ、ＡＣＬＳに沿った心肺蘇生が適切にできる   

  ⑥ＪＡＴＥＣに沿った外傷初期診療が適切にできる   

  ⑦診療録をＰＯＳに従って記載し管理できる   

  ⑧専門医へのコンサルテーションや他施設への移送の判断が適切にできる   

  ⑨チーム医療の重要性を理解し、スタッフとのコミュニケーションが適切にとれる   

２ 救急患者に対する基本的手技を修得する   

  ①気道確保と人工呼吸を実施できる   

  ②気管挿管を実施できる   

  ③胸骨圧迫と除細動を実施できる   

  ④圧迫止血法を実施できる   

  ⑤注射法（点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施できる   

  ⑥採血法（静脈血、動脈血）を実施できる   

  ⑦導尿法を実施できる   

  ⑧胃管の挿入と胃洗浄、管理ができる   

  ⑨局所麻酔法を実施できる   

  ⑩軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる   

  

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

３ 救急患者に必要な検査法の適応判断および結果を評価できる   

  ①緊急検査（一般尿検査、血算・白血球分画、血液生化学的検査、動脈血ガス分析）   

  ②１２誘導心電図   

  ③単純Ｘ線検査   

  ④超音波検査   

  ⑤Ｘ線ＣＴ検査   

  ⑥ＭＲＩ検査   
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研修科別評価シート 

 

救急部門 （ 公立能登総合病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科 

指導医 

救急患者に対し病歴を聴取するとともに，身体診察を速やかに行い，その記録ができる． 

  速やかにバイタルサインをチェックでき，症候と身体所見から重症度および緊急度を把握すると

ともに，初期対応ができる． 

  診断および治療に必要な検査を決定し指示するとともに，その結果を評価できる． 

  気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，除細動を実施できる． 

  静脈血および動脈血採血、末梢静脈路確保が確実にできる． 

  心電図の判読ができ，治療が必要な不整脈や異常波形を同定できる． 

  頻度の高い救急疾患の初期治療ができる． 

  
傷病者の病態を速やかに把握し，専門科へ適切に病態を報告し，コンサルテーションできる． 

  外傷患者の初期治療・初期診断と全脊柱固定の意味を理解し対応できる． 

  簡単な皮膚縫合，切開・排膿や止血処置ができる． 

  中心静脈路確保の手技及び合併症について理解し，技術を習得する． 

  二次救命処置（ＡＣＬＳ）ができ，また一次救命処置（ＢＬＳ）を他の医療従事者に指導できる． 

  人工呼吸器回路の組み立てができ，傷病者の病態に応じた設定や管理ができる． 

  大災害時の救急医療体制を理解し，自己の役割を把握できる． 

  死亡診断書・死体検案書を正しく記載でき，救急外来での死亡における法的処置を正しく判断・

実行できる． 

    

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療（ 公立つるぎ病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  地域包括医療の理念と方法論を理解する。   

  全人的アプローチを理解し、実践する。   

  プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。   

  在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。   

  リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。   

  介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。   

  保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。   

  保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。   

  関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。   

  医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。   

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療 （ 珠洲市総合病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  

在宅の脳血管障害・骨折等による寝たきり患者への在宅・訪問医療の意義を理解し、必要

な知識、技術、態度を習得し参加する。   

  脳神経外科等の救急医療に必要な知識、技術、態度を修得し参加する。   

  急性期病棟、療養型病棟の意義を理解し、その実際を習得する。   

  

生活習慣病予防の意義を理解し、予防活動（健康講座・講演会など）を実践し、理解を図

り、参加する。   

  

地域の健康づくりを図るため、小児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりに関わる保

健指導等を行う。   

  結核、食中毒、感染症などの事例により、地域の健康危機管理の必要性について学ぶ。   

  根拠法令に基づいた地域保健活動を学び、健康増進の基礎の重要性を学ぶ。   

  保健、福祉、医療の連携意義を理解する。   

  安全な医療を実践するための体制を学ぶ。   

  患者が適切な医療制度を利用するための支援体制を学ぶ。   

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療 （ 市立輪島病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  地域包括医療の理念と方法論を理解する。   

  全人的アプローチを理解し、実践する。   

  プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。   

  在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。   

  リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。   

  介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。   

  保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。   

  保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。   

  関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。   

  医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。   

 

 

 

 

 

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療 （ 公立穴水総合病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科指

導医 

  

地域の地理的、社会的、経済的特色を理解し、地域住民・患者の状況を的確に把握して患

者との良好な信頼関係を築いて診療にあたる。   

  地域包括医療・ケアの理念と方法論を理解し、全人的アプロ－チをもって実践する。   

  

プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ、持てる能力を最大限に発揮して、自己責任

において診療する能力を養い、安全管理能力や対応能力の重要性を実感する。   

  

地域における限られた医療資源の中で、緻密な連携により医療・保健・福祉の総合的サ－

ビスを提供している現場を経験し、地域チ－ム医療の重要性を認識すると共に、チームリ

ーダーとしての役割を果たすことを学ぶ。   

  在宅医療、リハビリテ－ションの意義を理解し実践する。   

  各種関係連絡会議への参加や保健事業を通じて予防医療の意義を理解し実践する。   

  

関係各機関との連携の実際を理解、実践し、地域医療の生活全般への関わりを実感し、地

域医療は町づくりであることを理解する。   

 

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療（ 公立宇出津総合病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  地域包括医療の理念と方法論を理解する。   

  全人的アプローチを理解し、実践する。   

  プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。   

  在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。   

  リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。   

  介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。   

  保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。   

  保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。   

  関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。   

  医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。   

 

 

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療（ やなぎ内科クリニック ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  地域包括医療の理念と方法論を理解する。   

  全人的アプローチを理解し、実践する。   

  プライマリ・ケアの知識と技術の修得をはじめ日常診療能力を身に付ける。   

  在宅医療（ケア）の意義を理解し、実践する。   

  リハビリテーションの意義を理解し、依頼や危機管理ができる。   

  介護保険制度を理解し、各種サービスの実際を経験する。   

  保健事業を通じて予防医療の意義を理解し、実践する。   

  保健医療福祉の連携統合を理解し、各種連絡会議に参加する。   

  関係医療機関との連携（病診・病病連携）の方法を理解し、実践する。   

  医療情報の収集能力を修得し、目の前の患者に適応できる。   

 

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

地域医療（ やまかわ内科クリニック ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

  

市中診療所に来院する受診者の訴えを聞いて、そのニーズを医師として適切に拾い上

げ、問診・身体所見・検査などの情報をもとに、治療・療養につなげていける。   

  適切な診療提供・ケア提供のために、医療者間・他職種間の連携をとることができる。   

  検査・治療のための医療機器の安全管理運用ができる。   

  在宅医療の意義を理解し、実践する。   

  障害者医療・福祉の現場に立ち、障害者の自立をうながすケアの在り方を考える。   

  健診やワクチン接種等の保健事業などを通して予防医療の意義を理解し実践する。   

  

認知症など高齢者医療の抱える課題に対して、適切な対処の方法を導き出し、社会資

源の活用法を考えることができる。   

 

 

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

 

外科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修病院および診療科           病院         科 

    研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科 

指導医 

腹部内臓、鼠径ヘルニアの解剖・生理・病態生理について習得する。   

外科疾患の問題点と外科に必要な身体的所見を正確に把握できる。   

  病歴の把握、全身状態、バイタルサイン、局所所見   

必要な検査を指示し、その結果を理解できる。   

 血液生化学、肝機能、腎機能、X線検査、超音波検査、CT、MRI    

手術摘出標本について、標本の整理（計測・スケッチ・写真撮影・リンパ節の検索等）が適切に

行える 
  

一般外科・消化器外科の外来診療の基本を身につける。   

  創処置、糸結び、滅菌消毒、切開、縫合、止血、手洗い   

一般外科・消化器外科の救急処置を身につける。   

  意識状態の把握、気道の確保、循環動態の把握、血管確保   

  外傷・熟傷・中毒の病態把握、腹膜炎・ショックの診断と治療   

外来・入院患者の検査・診断に参加する。   

  消化管透視、内視鏡、腹部超音波検査   

入院患者の処置・治療・手術に参加する。   

外来、病棟で比較的簡単な処置・治療や小外科手術に参加する。   

  皮膚良性腫瘍摘出術、リンパ節生検、皮下膿瘍の切開、皮膚の縫合など   

  腹腔穿刺、胸腔穿刺、胃管挿入、イレウス管挿入、人工肛門の管理   

  

研修科毎提出 



- 361 - 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

消化器外科で取り扱う疾患   

  食道癌、胃癌、消化性潰瘍，胃・十二指腸炎   

  大腸癌、イレウス、急性虫垂炎、痔核、痔瘻   

  胆管癌、胆石、胆嚢炎、胆管炎   

  原発性・転移性肝癌   

  膵癌、急性・慢性膵炎   

 腹膜炎、急性腹症   

 鼠径ヘルニア   

術後管理を指導医のもとで行う   

 バイタルサイン、水分バランス、Dressing changeの重要性   

 呼吸管理、栄養管理、循環動態管理   
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研修科別評価シート 

 

小児科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修病院および診療科           病院         科 

    研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科 

指導医 

１）患児に不安を与えないように接することができる。   

２）親から必要な情報を正確に聴取できる。   

３）疾患に即した病状の説明ができる。 

疾患について・患児の状態について・治療について・予後や生活上の注意点について 
  

４）インフォームドコンセントに配慮した対応ができる。   

５）小児の正常な身体発育、精神発達、運動発達を理解する。   

６）感冒（かぜ症候群）の診断と治療、適切な指導ができる。   

７）咳の鑑別で、喘息、肺炎、クループなどを判断できる。   

８）発疹の鑑別で、水痘、膿痂疹、溶連菌などを判断できる。   

９）下痢の鑑別で、ウイルス性、細菌性などを予測できる。   

10）嘔吐・腹痛を認める患児の腹部所見を正確に把握できる。   

11）脱水の判断とそれにいたる原因について的確に把握できる。   

12）髄膜刺激症状の有無を調べることができる。   

13）熱性痙攣の処置ができる。   

14）指導医のもと（もしくは単独で）採血（静脈血、耳朶、かかと）ができる。   

15）注射（筋肉、皮内、皮下）ができる。   

16）静脈ルートを確保できる。   

17）導尿ができる。   

18）小児の薬用量を理解し、それによって適切な量の薬剤が処方できる。   

19）薬剤の副作用について理解し、副作用発現時の対応ができる。   

20）小児の発達段階を踏まえ、乳児検診ができる。   

21）小児の心肺蘇生の手順、手技を踏まえて実行できる。   

研修科毎提出 



- 363 - 

 

 

研修科別評価シート 

 

産婦人科 （ 恵愛会松南病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科 

指導医 

基本的産婦人科診療能力     

  問診及び病歴の記載ができる。     

  産婦人科診察法 産婦人科診療に必要な基本的態度・技能を身につける。      

  検査結果を患者・家族にわかりやすく説明できる。     

基本的産婦人科臨床検査     

  産婦人科で行われる検査を列挙できる。     

  婦人科内分泌検査（基礎体温表、頸管粘液検査、ホルモン負荷テスト）結果を解釈できる。      

  不妊検査法を列挙できる。      

  妊娠の検査・診断を実践する。      

  女性器感染症を列挙し、必要な検査を選択できる。      

  女性器腫瘍を列挙し、必要な検査を選択できる。      

  産婦人科領域で行われる内視鏡検査を列挙できる。      

  産婦人科領域で行われる内視鏡検査を経験する。      

  超音波検査を実施する。     

  放射線学的検査法の胎児に対する影響を説明する。     

  必要な放射線学的検査法を選択できる。      

基本的治療法      

  薬物の作用、副作用、相互作用について理解する。     

  

妊産褥婦ならびに新生児に対する投薬の問題点、治療をする上での制限等について説明

できる。     

  胎児の器官形成と臨界期、薬剤の投与の可否、投与量等に関する特殊性を理解する。     

  

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

急性腹症     

  産婦人科領域の急性腹症の原因病態を列挙し、鑑別できる。     

  適切に専門医にコンサルテーションできる。      

経験が求められる疾患・病態    

  産科関係      

  妊娠・分娩・産褥ならびに新生児の生理を理解する。      

  妊娠の検査・診断を理解する     

  正常分娩・産褥を経験する     

  腹式帝王切開術を経験する      

  流・早産の管理を述べることができる     

  産科出血に対する応急処置法を述べることができる。     

  乳腺炎に対する初期治療が行える。     

  婦人科関係      

  骨盤内の解剖を理解し、説明できる。     

  視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解し、説明できる。     

  婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画を立案する。     

  婦人科良性腫瘍の手術への助手として参加する。     

  不妊症・内分泌疾患患者の外来における検査と治療計画を立案する。     

  婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画を立案する。     

その他      

  母体保護法関連法規を理解する。     

  家族計画を作成して説明できる。      
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研修科別評価シート 

 

産婦人科 （ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科 

指導医 

基本的婦人科診療能力     

  問診及び病歴の記載ができる。     

  婦人科診察法 婦人科診療に必要な基本的態度・技能を身につける。      

  検査結果を患者・家族にわかりやすく説明できる。     

基本的婦人科臨床検査     

  婦人科で行われる検査を列挙できる。     

  婦人科内分泌検査（基礎体温表、頸管粘液検査、ホルモン負荷テスト）結果を解釈できる。      

  女性器感染症を列挙し、必要な検査を選択できる。      

  女性器腫瘍を列挙し、必要な検査を選択できる。      

  超音波検査を実施する。     

  必要な放射線学的検査法を選択できる。      

基本的治療法      

  薬物の作用、副作用、相互作用について理解する。     

急性腹症     

  婦人科領域の急性腹症の原因病態を列挙し、鑑別できる。     

  適切に専門医にコンサルテーションできる。      

  

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

経験が求められる疾患・病態    

  婦人科関係      

  骨盤内の解剖を理解し、説明できる。     

  視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解し、説明できる。     

  婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画を立案する。     

  婦人科良性腫瘍の手術への助手として参加する。     

  内分泌疾患患者の外来における検査と治療計画を立案する。     

  婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画を立案する。     

その他      

  母体保護法関連法規を理解する。     

  家族計画を作成して説明できる。      
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研修科別評価シート 

精神科（ 岡部病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

精神医学的面接法の基本的な技法が身についた   

精神症状や状態像を把握し、基本的な診断技能が身についた   

入院医療の基本を規定する精神保健福祉法に基づいて、患者の自由や権利および告知などに

配慮した医療を学んだ 
  

認知症（せん妄を含む）の患者を経験し、診断と治療ができる   

アルコール依存（特に離脱時）の患者を経験し、診断と治療ができる   

統合失調症の患者を経験し、診断と治療ができる   

気分（感情）障害のうち、うつ病患者を経験し、診断と治療ができる   

気分（感情）障害のうち、双極性障害の患者を経験し、診断と治療ができる   

パニック障害・PTSDの患者を経験し、診断と治療ができる   

解離性障害・身体表現性障害の患者を経験し、診断と治療ができる   

摂食障害の患者を経験し、診断と治療ができる   

人格障害（境界型）の患者を経験し、診断と治療ができる   

興奮や意識障害など精神科救急に適切に対処できる   

心理検査の解釈、脳波の判読、画像診断の読影ができる   

症状や疾患に応じて、向精神薬の合理的な選択ができる   

精神療法、認知行動療法、心理家族教育を学び、知識と技能を身につけた   

多職種によるチーム医療に必要な技能を習得した   

作業療法、デイケアなど精神科リハビリテーションに参加し、理解を深めた   

自立支援施設など地域ケア支援体制を理解し、社会資源の活用について習得した   

精神科医療関福祉関係の法規を学び、その現状を理解することができた。   

 

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

麻酔科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 
研修医 

研修科 

指導医 

視診聴診触診など基本的な診断ができる。   

身体所見に加え、心電図・胸部Ｘ線・その他の検査などを総合的に判断して術前評価ができる。 
  

術前診察において患者の全身状態を把握し、患者・家族が納得できるような麻酔・全身管理に

関する説明ができる。 
  

周術期管理チームの構成員としての役割を理解し、他科のメンバーと協調できるよう努力し、指

導医に適切なタイミングで相談できる。 
  

患者の問題点を把握し、問題対応型の思考を行い、その問題を解決するために情報を収集し、

指導医に適切に相談できる。 
  

麻酔科カンファレンスに参加し、チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な手術症例

呈示を行い、討論ができる。 
  

麻酔前投薬を含む各種麻酔関連薬剤及び循環作動薬の薬理作用と投与方法について学び、

実施することができる。 
  

マスクによる気道確保、さらに気管内挿管、用手人工呼吸に習熟し、陽圧換気が生体に与える

生理的変化を理解する。 
  

麻酔器の構造を理解し、点検整備の手順を覚える。   

術中の出血や血圧の低下など状況の変化に応じて的確な対応が可能になるよう知識、技術を

身につける。 
  

硬膜外麻酔、脊椎麻酔及び各種の伝達麻酔について、その適応、短所、長所を理解すると共

に、その手技を修得し、全身麻酔との併用など広く応用できるように努める。 
  

末梢静脈路の確保が確実にでき、さらに安全に中心静脈の確保を行なうため、基礎となる局所

解剖を理解する。 
  

観血的動脈圧測定、肺動脈カテーテルを使用しての血行動態の分析について、その原理を理

解し、臨床の場で応用できるようにする。 
  

 
  

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

術前から術後にわたり、必要な輸液量、その内容を理解し、電解質、酸塩基平衡の基礎知識を

得る。さらにそれをもとにした具体的な輸液、輸血、体液の補正など計画をたてて実行できるよう

にする。 

  

ペインクリニック外来や術後疼痛管理、緩和ケアにかかわり、痛みの評価やＷＨＯ3段階癌性疼

痛治療ラダー、麻薬の作用、相互作用について理解し、治療できる。 
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研修科別評価シート 

整形外科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

  
研修医 

研修科 

指導医 

緊急性のある疾病や外傷、頻度の高い症状，病態を説明できる。   

慢性疾患患者や高齢患者の診断、治療、予防、在宅医療やリハビリテーション・社会復帰につ

き、総合的な管理計画に参加できる。 
  

研修すべき主な診断・検査法   

  骨、関節、筋肉の診察ができる。   

  適切な単純X線の撮影部位と方向が指示できる。   

  単純X線の読影ができる。   

  神経学的診察、記載ができる。   

  神経、血管、筋腱の損傷が診断できる。   

  CT、MRIの読影ができる。   

  一般的検査を解釈できる。   

  脊髄腔造影検査の施行と読影ができる。   

  神経根造影検査の施行と読影ができる。   

研修すべき主な治療法・手術   

  一般的外傷治療法   

  ギプス・ギプスシャーレ・シーネ固定法   

  関節穿刺、関節内注射   

  ブロック注射法（仙骨・神経根など）   

  骨接合術（経皮的固定術、観血的固定術）   

  骨折治療後内固定材抜去術   

  人工骨頭挿入術、人工股・膝関節全置換術   

  頚椎椎弓形成術   

  腰椎椎間板摘出術（ラブ法）   

    

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

  腰椎開窓術   

  良性腫瘤摘出術   

  術後後療法をはじめとするリハビリテーション   

 装具や杖の処方   

  薬剤の処方   
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研修科別評価シート 

放射線科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

 
研修医 

研修科 

指導医 

各種画像検査の特性を理解し、プライマリ・ケアで必要な画像検査を、適宜、取捨選択できる能

力を修得する。 
  

胸部・腹部の単純X線について、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用する

用語や表現方法について学習し、実際の臨床画像に接して、指導医の監督・指導の下に、読影

業務を行う。 

  

CT・MRI検査室にて、日常業務および緊急依頼の検査施行を、指導医の監督の下に実践す

る。 
  

CT・MRIについて、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用する用語や表現

方法について学習し、実際の臨床画像に接して、指導医の監督・指導の下に、読影業務を行

う。 

  

超音波検査について、画像の基本的成り立ちと病態の現れ方、読影の際に使用する用語や表

現方法について学習し、指導医の監督・指導の下に、検査を施行し診断を行う。 
  

血管造影・IVRについて、基本的考え方や画像の解釈を学習し、検査に助手として加わり、指導

医の監督・指導の下に、基本的手技を経験・修得する。  
  

消化器カンファレンスに参加し、症例に関する説明や質疑を行う。   

興味ある症例については、特に、系統的にその診断過程・放射線科的治療に携わる。   

放射線部における業務上の役割分担を認識し、コメディカルとの密な連携のもとに、安全で円

滑に放射線科業務を遂行することを学ぶ。 
  

 

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

眼科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

 

  
研修医 

研修科 

指導医 

眼球、眼球附属器、視路、視覚中枢の解剖、生理の概要を述べる。   

以下の検査法に関し、原理、使用法、所見の記載法を説明する。   

  

屈折検査（検影法、自動屈折計）、視力検査、両眼視機能検査、角膜形状検査、角膜内皮

検査、眼圧測定（ゴールドマン圧平眼圧計、シェッツ圧入眼圧計、非接触型自動眼圧計）、

視野検査（ゴールドマン量的動的視野計、ハンフリー静的視野計）、細隙灯顕微鏡検査、検

眼鏡検査、双眼倒像鏡検査、隅角鏡検査、接触型眼底観察用コンタクトレンズ検査、細隙

灯顕微鏡と前置レンズを用いた眼底詳細検査、前眼部および眼底写真撮影、蛍光眼底血

管造影検査、涙液分泌機能検査。 

  

以下の疾患の診断に至る知識を述べ、当該疾患に対して外来で行われるべき処置を行う。   

  

屈折異常、斜視、弱視、鼻涙管閉塞、涙嚢炎、円錐角膜、角膜上皮びらん、角膜潰瘍、結

膜炎（特にウイルス性結膜炎、春季カタル）、睫毛内反、眼瞼内反、眼瞼下垂、霰粒腫、麦

粒腫、虹彩炎、白内障、開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障、硝子体出血・混濁、網膜変

性、網膜色素変性症、網膜裂孔、裂孔原性網膜剥離、漿液性網膜剥離、糖尿病網膜症、網

膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症、新生血管黄斑症（特に加齢黄斑変性症）、黄斑前膜、黄

斑円孔、ぶどう膜炎（原田病、ベーチェット病、サルコイドーシス）。 

  

眼科で頻用される薬剤を系統立てて説明する。   

  

表面麻酔剤、抗生物質、合成抗菌剤、ステロイドホルモン剤、眼圧降下剤、人工涙液、散瞳

剤、縮瞳剤、抗アレルギー剤。 
  

眼科外来処置、小手術を行う。   

  

点眼、軟膏点入、涙道通水、結膜下注射、睫毛抜去、霰粒腫摘出、麦粒腫切開、角結膜異

物除去。 
  

  

研修科毎提出 
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研修医 

研修科 

指導医 

眼科手術のセットアップを行う。   

  

手指消毒、術野消毒、ドレーピング、手術用顕微鏡の操作方法、手術用機器の設営と操作

法。 
  

眼科手術の実技を助手として観察・理解し、容易な手技を実施する。   

  

球後麻酔、テノン嚢下麻酔、眼瞼浸潤麻酔、結膜縫合、角膜縫合、強膜縫合、皮膚縫合、

霰粒腫摘出、先天性鼻涙管閉塞開放術、レーザー手術（網膜光凝固、虹彩光凝固）、白内

障手術、緑内障手術、硝子体手術、網膜復位術。 

  

眼科救急処置の知識を、模擬的に応用する。   

  

穿孔性眼外傷、鈍的眼外傷、急性閉塞隅角緑内障、網膜動脈閉塞症、硝子体出血、角膜

化学傷、電気性眼炎、転移性内眼炎。 
  

視覚障害者の自立を助ける。   

  

ロービジョン外来への参加、身体障害者福祉法とそれに基づく各種の福祉措置の、ビジョ

ンエイド機器機材の実体験。 
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研修科別評価シート 

皮膚科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科 

指導医 

皮疹（原発疹、続発疹）の定義と特徴を説明できる。   

瘙痒に対する診断および治療の計画を立てることができる。   

研修すべき主な診断・検査法 

  皮膚真菌検査（KOH法）   

  パッチテスト   

  皮膚生検   

研修すべき主な治療法・手術 

  外用療法：外用剤の適切な選択   

  外用療法：軟膏処置の実施   

  外用療法の指導   

  皮膚切開術   

  いぼ冷凍凝固術   

  熱傷処置   

 紫外線療法   

 

  

研修科毎提出 
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研修科別評価シート 

泌尿器科（ 金沢赤十字病院 ） 

 

研修科指導医 署名欄 

研修    年次  研修医氏名               

研修期間    年   月   日 ～    年   月   日 

研修科指導医氏名          ㊞  

 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 

  
研修医 

研修科指

導医 

副腎，腎臓，尿管，膀胱，前立腺，尿道，陰茎，精巣，精巣上体の解剖・生理機能・病態生理に

ついて説明できる． 
  

血尿，頻尿，排尿困難，残尿感，尿失禁，排尿時痛，陰嚢内異常，側腹部・背部痛，腹部腫瘤の

主訴に対して，診断に必要な検査や初期治療の計画を立てることができる． 
  

泌尿器科領域における外傷や救急疾患の初期治療に参加し，重症度および緊急度の適格な判

断ができる 
  

 

 

 

≪研修すべき主な診断・検査法≫ 研修医 
研修科指

導医 

全身状態，腹部，前立腺，陰茎，陰嚢内容の診察ができる．   

尿検査（含む尿沈渣）の施行と診断ができる．   

超音波検査（腹部，前立腺，陰嚢内容）の施行と診断ができる．   

単純X線，CT，MRIの読影ができる．   

RIシンチグラム（副腎，腎，骨）の読影ができる．   

尿路造影検査の施行と診断ができる．   

膀胱尿道鏡検査の施行と診断ができる．   

尿流動態検査，残尿検査の施行と診断ができる．   

経直腸的前立腺生検の目的や手順を理解し，介助ができる．   

血液生化学検査，内分泌負荷検査，精液検査，染色体検査を解釈できる．   

STDの検査と診断ができる．   

 

  

研修科毎提出 
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≪研修すべき主な治療法・手術≫ 研修医 
研修科指

導医 

尿路性器悪性腫瘍に対する薬物療法と手術療法の概略   

尿路性器感染症に対する抗菌化学療法   

尿路結石症に対する保存的治療と積極的治療   

尿閉に対する緊急処置と治療法   

前立腺肥大症，神経因性膀胱，過活動膀胱に対する薬物療法   

男性機能障害や男性更年期障害に対する治療法   

外来処置（導尿，膀胱洗浄，凝血塊除去，陰嚢水腫穿刺，嵌頓包茎整復）   

開腹手術の介助（膀胱高位切開，下部尿管切石）   

経皮的手術の介助（腎瘻造設，膀胱瘻造設）   

経尿道的手術（膀胱砕石，膀胱異物除去，膀胱生検）   

陰嚢内手術（陰嚢水腫，精巣固定）   

その他手術（包茎環状切開術，精管結紮術）   
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研修科別評価シート 

保健・医療行政（ 金沢赤十字病院 ・ 石川県赤十字血液センター ・ 金沢市保健所 ） 

研修  年次 研修医氏名         全体の研修期間   年  月  日～  年  月  日 

 

金沢赤十字病院医療社会事業部 指導医氏名           ㊞ 期間    月  日～   月  日 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 研修医 指導医 

根拠法令に基づいた地域保健・医療・福祉活動を理解する。   

かかりつけ医で行われるプライマリ・ケアを理解し、病診連携を学ぶ。   

開放病床が地域医療に果たす役割を理解し、運営を学ぶ。   

地域医療ケアチームの実践を理解し、連携・協働を行う。   

回復期、慢性期医療機関や介護施設の役割を理解し、連携を学ぶ。   

訪問看護の役割を理解し、実践する。   

在宅医療に必要な知識・技術・態度を理解し、連携・協働を実践する。   

 
 
石川県赤十字血液センター 指導医氏名           ㊞ 期間    月  日～   月  日 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 研修医 指導医 

本邦における血液事業の概要を学ぶ。   

血液製剤、分画製剤の種類と各採血から製造、供給にいたる全工程の基本を学ぶ。   

血液の安全性確保のための８項目について履修する。   

感染症予防の必要性、その意義の重大性を学ぶ。   

献血者の問診の重要性を学び、その技能を習得する。   

献血時での副作用発生の可能性を理解し、必要時にその観察、処置の体験を行う。   

事前検査の意義、判定法を学び、採血否となる状態を認識し、その原因について検討する。   

看護師、検査技師、薬剤師などの医療スタッフとの連携に努める。   

ボランティア活動の意義、医療の原点について考察する。   

若年層の献血協力の重要性を学ぶ。   

 
 
金沢市保健所  指導医氏名           ㊞ 期間    月  日～   月  日 

評価（Ａ：目標に達した  Ｂ：目標に近い   Ｃ：目標に遠い  ＮＡ：機会なし） 研修医 指導医 

根拠法令に基づいた地域保健活動を述べる。   

ヘルスプロモーションの重要性を説明する。   

地域の健康づくりを経験する。   

小児から高齢者までの生涯を通じた健康づくりに関わる保健指導を行う。   

患者が適切な医療制度を利用するための支援体制につき述べる。   

結核・食中毒・感染症などの事例により、地域の健康危機管理の必要性を述べる。   

安全な医療を実践するための体制を述べる。   

医師が扱う死亡診断書等の公的文書を適切に記載できる。   

 

 

研修科毎提出 
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研修科指導医による研修医評価票 

研修医氏名：                  年次 

研修病院および診療科：            病院 ・ クリニック          科 

研修期間：     年   月   日 ～      年   月   日 

研修科指導医：            ㊞  

 

評価方法：以下の５段階で評価する。 

 ５：抜きんでている、４：優れている、３：標準、２：良くない、１：極めて良くない 

※Ⅱ．研修に対する姿勢の、「精勤度」と「服装・身だしなみ」に関しては以下 

５：標準、３：良くない、１：極めて良くない 

※「１」は不合格ですので、必修科の場合は再履修が必要となります。 

 

Ⅰ．臨床知識と技能 

 １．基本的知識の研修目標到達度                  ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．基本的技能の研修目標到達度                  ５ ４ ３ ２ １ 

 ３．医療面接技法の研修目標到達度                 ５ ４ ３ ２ １ 

 ４．ＰＯＭＲに基づく診療記録（概要録を含む）が記載できた     ５ ４ ３ ２ １ 

 ５．症例に関する情報（症状、所見など）を整理し、対策を 

   立てられた                          ５ ４ ３ ２ １ 

 ６．症例を適切に提示し、討議できた                ５ ４ ３ ２ １ 

 ７．患者及び家族に対し納得のいく説明ができた           ５ ４ ３ ２ １ 

 ８．保健医療法規・制度、公費負担医療など医療の社会的側面      

   が理解できた                         ５ ４ ３ ２ １ 

Ⅱ．研修に対する姿勢 

 １．精勤度（遅刻・早退・欠勤時の連絡を含む）           ５   ３   １ 

 ２．服装・身だしなみ                       ５   ３   １ 

 ３．積極的・自主的に研修した                   ５ ４ ３ ２ １ 

Ⅲ．対人関係・態度 

 １．患者・家族と良好なコミュニケーションがとれた         ５ ４ ３ ２ １ 

 ２．医療チーム（コメディカルを含む）内で良好なコミュニ       

ケーションがとれた                      ５ ４ ３ ２ １ 

３．挨拶、患者への自己紹介、言葉遣いが適切であった        ５ ４ ３ ２ １ 

Ⅳ．総合評価                            ５ ４ ３ ２ １ 

コメント：（「１」または「２」の場合は必ずコメントをお願いいたします） 

 

  

研修科毎提出 
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研修医による研修科指導医評価票 

研修科指導医氏名：                

研修病院および担当科：            病院 ・ クリニック          科 

研修期間：     年   月   日 ～      年   月   日 

Ａ：とても良い   Ｂ：良い   Ｃ：あまり良くない 

評価項目 Ａ Ｂ Ｃ 

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割 

患者・家族に誠実な態度で接する    

患者・家族と適切にコミュニケートする    

患者の抱える健康問題の把握が適切である    

臨床判断の思考の進め方が適切である    

倫理的配慮が適切である    

総合的判断が適切である    

患者の問題解決法を的確に計画立案する    

医学知識が豊富である    

医療技術に優れている    

望ましい診療態度・マナーである    

医療チームメンバーと適切にコミュニケートする    

自己の継続的な生涯研修の姿勢が備わっている    

人としての生き方が望ましい    

指 

導 

方 
法 

POSに則してplanningをするように勧める    

研修医の情報収集方法（医療面接、身体診察）を確認する    

研修医の収集した情報の内容（病歴、所見）を確認する    

新患について研修医のplanを聞く    

食い違ったら、なぜ食い違ったかを研修医自身が考えるようにする    

知識不足の補い方や推論の進め方を研修医自身が考えるようにする    

本日の研修医自身が考える行動プランを確認する    

受け持ち患者についての考えを確認する    

不適切な考えやプランがあればディスカッション／フィードバックする    

研修医の患者・家族とのコミュニケーションの様子を確認する    

研修医の医療チームとのコミュニケーションの様子を確認する    

コミュニケーションに問題があればディスカッション／フィードバックする    

指
導
医
の
配
慮
能
力 

研修医の心身の状態に配慮する    

研修目標を常に念頭において指導する    

形成的評価を繰り返し（良い点をほめ、改善点を指摘）フィードバックする    

フィードバックの流れと仕方が適切である    

プログラム責任者と適切に連携する    

研修医の後輩（研修医、学生）への教育的関わりを支援する    

教育能力の向上を常に心がけている    

教育・研修関連のFDに積極的に参加する    

評価者氏名欄 

研修医氏名：                  年次   評価年月日     年   月   日  

研修科毎提出 
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Ⅶ．規程 

初期臨床研修医が単独で行なって良いこと 

 金沢赤十字病院研修群における診療行為のうち、研修医が、指導医またはしかるべき指導助手の同席無しに単独で

行なってよい処置と処方内容の原則的基準を示す。実際の運用にあたっては、以下のような点を考慮したうえで行う

こと。 

・原則として、すべての医療行為は指導医の許可を得て実施するものとする 

・研修医の医療行為は指導医または上級医が確認・指導する 

・単独で行なってよい医療行為でも、初回実施時は指導を受けて実施する 

・指導医は個々の研修医の技量を考慮して指導し、研修医が実施したことについては指導医が責任を取る 

・単独で行なってはいけない医療行為では、指導医（または、研修医以外の上級医）の立会いを必要とする。万一、単独

施行しようとする際には、コメディカルはその旨、指導医にすぐに連絡する 

・救急救命時にはこの限りではないが、可及的速やかに指導医に確認または立会いを依頼する 

・研修中に不測の事態を生じた場合は、直ちに担当指導医に報告する 

 

≪ 研修医単独診療行為基準 ≫ 

  単独可能 単独不可 

診察 診察 全身の視診、打診、触診、簡単な器具（聴診器、

打鍵器、血圧計）を用いる全身の診察、直腸診（女

性の場合は可能な限り看護師または上級医・指導

医の同席のもとに行なう）、耳鏡・鼻鏡・検眼鏡

による診察（組織を損傷しないように十分注意す

る） 

内診 

検査 生理学的

検査 

心電図、聴力・平衡・味覚・嗅覚・知覚・視野・

視力検査 

脳波、呼吸機能、節電図、神経伝導速度、眼球

に直接触れる検査 

内視鏡検

査 

 喉頭鏡、直腸鏡、肛門鏡、食道鏡、胃内視鏡、

大腸内視鏡、気管支鏡、膀胱鏡 

画像検査

生理学的

検査 

超音波（検査結果の解釈・判断は指導医と協議す

る） 

単純Ｘ線撮影、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、核医

学検査、消化管造影、気管支造影、脊髄造影 

血管穿刺

と採血 

末梢静脈穿刺と静脈ライン留置、動脈穿刺 中心静脈穿刺（鎖骨下、内頚、大腿）、動脈ラ

イン留置、小児の動脈穿刺、小児の採血 

穿刺  皮下の嚢胞・腫瘍穿刺、深部の嚢胞・腫瘍穿刺、

関節・胸腔・腹腔・膀胱穿刺、腰部硬膜外穿刺、

腰部くも膜下穿刺、針生検、骨髄穿刺 

産婦人科  膣内容採取、コルポスコピー、子宮内操作 

 

その他 検査依頼、アレルギー検査（貼付）、改訂版長谷

川式簡易知能スケール、ＭＭＳＥ 

発達テストの解釈、知能テストの解釈、心理テ

ストの解釈 
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  単独可能 単独不可 

治療 処置 皮膚消毒、包帯交換、創傷処置、外用薬貼付・塗

布、気管内吸引、ネブライザー、導尿、浣腸、胃

管挿入（新生児・未熟児は不可）、マスク換気、

心マッサージ 

ギプス巻き、ギプスカット、胃管挿入（経管栄

養目的のもの）、気管カニューレ交換、新生児・

未熟児の胃管挿入 

注射 皮内・皮下・筋肉・末梢静脈注射、輸血、中心静

脈注射 

関節内注射、向精神薬・抗悪性腫瘍剤の静脈注

射 

麻酔 局所浸潤麻酔 脊髄麻酔、硬膜外麻酔、気管内挿管 

 

外科的処

置 

抜糸、皮膚止血 深部の止血、心部腫瘍切開排膿、深部の縫合、

ドレーン抜去、皮下腫瘍切開排膿、皮膚縫合、

気管切開 

処方 一般の内服薬・注射薬処方、理学療法、食事指導 向精神薬・抗癌薬・麻酔内服薬注射薬処方 

その他 インスリン自己注射指導、血糖値自己測定指導、

ベッドサイドでの簡単な病状説明（内容はカルテ

に記載すること） 

病理解剖、病理診断報告、診断書・証明書作成

（指導医のチェックを受け、連名で作成）、正

式な場での病状説明、警察署・検察庁や生命保

険会社等からの病状照会の回答 

 

 

注）「研修医に対する安全管理体制について（問題点及びその改善策）」国立大学医学部附属病院長会議常設委員会（2004

年2月）が提示した「大学病院における基準の実例 研修医が単独で行なってよい処置・処方の基準」を基に作

成した 

 

（2018年4月 初期臨床研修プログラム責任者 久田 幸正） 
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金沢赤十字病院臨床研修管理委員会規程 

 

（設置） 

第１条 金沢赤十字病院に、医師臨床研修病院の臨床研修を統括管理し、評価等を行うため、金沢赤十字病院臨床

研修管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（定義） 

第２条 委員会は、次に掲げる施設から選出された委員により組織される。 

1. 基幹型臨床研修病院（金沢赤十字病院） 

2. 協力型臨床研修病院 

3. 臨床研修協力施設 

 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

1. 臨床研修プログラムに関すること。 

2. 研修医に関すること 

3. 研修医の評価に関すること（研修希望者の採用に関することも含む）。 

4. 研修医の進路相談に関すること。 

5. その他臨床研修に関すること。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、次にあげる委員をもって組織する。 

1. 病院長（管理者） 

2. プログラム責任者 

3. 副プログラム責任者 

4. 各科診療部長責任者、指導医、上級医 

5. 協力型臨床研修病院の研修実施責任者 

6. 臨床研修協力施設の研修実施責任者 

7. 外部委員 

8. 看護部門の責任者 

9. 事務部門の責任者 

10. 作成責任者 

11. 事務担当者 

 

（任期） 

第５条 前条第５号から第８号までの委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

１．前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長） 

第６条 委員会には委員長を置き、第４条第１号の委員をもって充てる。 

１．委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

２．委員長が出席できない場合には、委員長が代理を指名し、その職務を代行する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 委員会は、必要あると認められたときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。 

第８条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要事項は、委員会が別に定める。 

 

（事務局） 

 第９条 委員会の事務局は、教育研修推進室が担当する。 

 

附則 

1． この規程は、平成23年5月1日より施行する。 

2． この規程は、平成29年5月1日から施行する。 
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金沢赤十字病院医師臨床研修推進委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、金沢赤十字病院の臨床研修の運営等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

（目的） 

第２条 当委員会は、金沢赤十字病院における臨床研修の実施計画、研修医の研修認定、指導医の評価等、臨床研

修の円滑な実施を図ることを目的として設置する。 

 

（審議事項） 

第３条  当委員会は、前条の目的を達成するため、次の審議を行う。 

1. 臨床研修プログラム 

① 臨床研修プログラムに関すること 

② 研修指導体制に関すること 

③ その他研修プログラムに関すること 

2. 研修認定評価 

① 研修修了認定に関すること 

② 研修医の採用に関すること 

③ 指導医の評価に関すること 

④ その他の研修評価に関すること 

3. 研修医健康管理 

① 研修医の健康、勤務に関すること 

② その他の研修医の健康に関すること 

 

（構成） 

第４条 当委員会メンバーには、次の職員を置く。 

1. プログラム責任者 

2. 副プログラム責任者 

3. 指導医 

4. 看護師 

5. 事務職員 

6. 作成責任者 

7. 前項の職員のほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。 

 

（委員長） 

第５条 委員長は、病院長の命を受け、金沢赤十字病院医師臨床研修推進委員会の所掌業務を掌理し、所属職員を

指揮監督するとともに、関連する他の部署等との連絡調整を行う。 
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（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会は、必要あると認められたときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。 

第７条 この規定に定めるもののほか、小委員会の運営に関する必要事項は、委員会が別に定める。 

 

（事務局） 

 第８条 委員会の事務局は、教育研修推進室が担当する。 

 

 

附則 

1．この規程は、平成23年5月1日より施行する。 

2．この規程は、平成29年5月1日から施行する。 
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臨床研修の目標の達成度判定票 

 

研修医氏名：                        

臨床研修の目標の達成状況 □既達    □未達 

（臨床研修の目標の達成に必要となる条件等） 

 

 

 

 

   年  月  日 

金沢赤十字病院初期臨床研修プログラム 

プログラム責任者                    

  

A.医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

到達目標 
達成状況： 

既達／未達 
備   考 

1.社会的使命と公衆衛生への寄与 □既   □未  

2.利他的な態度 □既   □未  

3.人間性の尊重 □既   □未  

4.自らを高める姿勢 □既   □未  

B.資質・能力 

到達目標 既達／未達 備   考 

1.医学・医療における倫理性 □既   □未  

2.医学知識と問題対応能力 □既   □未  

3.診療技能と患者ケア □既   □未  

4.コミュニケーション能力 □既   □未  

5.チーム医療の実践 □既   □未  

6.医療の質と安全の管理 □既   □未  

7.社会における医療の実践 □既   □未  

8.科学的探究 □既   □未  

9.生涯にわたって共に学ぶ姿勢 □既   □未  

C.基本的診療業務 

到達目標 既達／未達 備   考 

1.一般外来診療 □既   □未  

2.病棟診療 □既   □未  

3.初期救急対応 □既   □未  

4.地域医療 □既   □未  

様式２１ 
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