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国立病院機構千葉医療センター臨床研修プログラム 

 

施設基本データ 

 

名 称 

どくりつ ぎょうせい ほうじん  

こくりつ びょういん きこう ちばいりょう せんたー 

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 

開設者 独立行政法人国立病院機構 

施設管理者 増田 政久 

臨床研修における 

施設の種別 
基幹型 ・ 協力型 

指定年月日 2003 年 11 月 28 日 

住 所 

〒260-8606 

千葉県千葉市中央区椿森 4－1－2 

病床数 455 床（一般 410 床、精神 45 床） 

標榜診療科 内科、糖尿病代謝内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、

循環器内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、

整形外科、形成外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外

科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部外科、耳鼻

咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔

外科、麻酔科、病理診断科 

電話番号 043-251-5311 

ＦＡＸ番号 043-255-1675 

ＵＲＬ http://www.hosp.go.jp/~chiba/ 
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施設の沿革・特徴 

 

沿革 

明治 41 年 4 月 1 日千葉衛戌病院として創設 

昭和 11 年 10 月 1 日千葉陸軍病院となる 

昭和 20 年 12 月 1 日国立千葉病院として発足 

平成 16 年 4 月 1 日国立病院機構千葉医療センターとなる 

 

特徴 

地域医療支援病院、災害拠点病院地域がん診療連携拠点病院、エイズ拠点病院、救急二次医療

機関輪番病院、救急告示病院、千葉市医師会セミオープンシステム、臨床研修指定病院 

 

亣通アクセス 

路 線 

JR 千葉駅 

徒歩 約 18 分（1.4 Km） 

バス 約 10 分（〈東口 6 番乗場〉千葉内陸バス  

千葉駅北口行千葉医療センター下車） 

JR 東千葉駅 徒歩 約 8 分（0.7 Km） 

千葉都市 

モノレール 

千葉公園駅 

徒歩 約 7 分（0.6 Km） 

自家用車等 京葉道路 穴川 IC から 約 8 分（3.0 Km） 

 

 

研修プログラム 

名称 
国立病院機構千葉医療センター    

医師臨床研修プログラム 
種  別 

研修責任者 院 長    増田 政久 

基幹型 

プログラム責任者 院 長    増田 政久 
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プログラムの理念と概要 

【プログラムの特色】 

 

国立病院機構千葉医療センターの本プログラムは、研修される方が、自由な発想を失うことなく、

積極的かつ責任を自覚できる医師になるための基礎作りに役だてるよう企画しました。臨床研修

に関する具体的特徴は以下のとおりです。 

 

＊ 当病院は千葉市の中心に位置し、地域の中核病院として長い歴史と实績をもつ。頻繁に遭遇す

る疾病はもちろん、年間 7,000 例以上の救急搬送に対応、さらに高度先進医療にも積極的に取

り組んでおり、アグレッシブな雰囲気にも研修中に接することができる。 

＊ 各種学会の施設認定を受け（別表）、優秀で個性的な指導医、専門医が多数在籍しており、臨

床研究面でも積極的に活動している。将来の専門医、認定医などの取得に有利と思われる。 

＊ 救急部は設置されていないが、救急患者は多く経験できる。1 年次の救急研修は、2 ヶ月間は

麻酔科で救急に必要な手技の習得を得る期間とし、1 か月間は外科にて当院に症例豊富な腹部

外科救急を中心に研修する。そのほかに、年間 32 回程度の当直研修（平日夜間ないし土日祭

日）を行うことでプライマリケアの研修が十分にでき、選択必修科目のうち、外科は原則とし

て 1 ヶ月間必修と当院では指定する。両科では救急研修期間 1 ヶ月と合わせて 2 ヶ月ずつ研

修することとなる。 

＊ 1 年次、残り 2 か月は選択必修科で、小児科、産婦人科、精神科、外科、麻酔科から 1 ないし

2 科、各研修医が選択する。産婦人科は年間約 200 例の分娩、定期的千葉市休日２次当番をは

じめ、幅広い疾患を経験できる。精神科は、国立病院機構下総精神医療センターを協力研修施

設として協力を得て、当院と両方で研修できる。 

＊ 2 年次、地域医療研修は匝瑳市民病院又は多古中央病院にて行い、充实した研修ができる。 

＊ 2 年次、残り 11 か月の自由選択期間については、数多くの診療科でプログラムが用意され、

その中から自由に研修医が選択できる。研修管理委員会で承諾を得て、实践する。 

＊ 臨床病理カンファレンス（CPC）は当院臨床病理専門医のもとに、院内 CPC を年 6 回、さら

に地域医師会とともにオープン CPC を年 2 回定期開催している。 

＊ 千葉大学医学部附属病院の協力型臨床研修病院連携しており、各年次 4－7 名の研修医を受け

入れ、基幹型研修医と原則同じ年次プログラムの下で研修する。 

＊ 初期研修後の進路は、当院を含む千葉県内の施設での後期研修にすすむ研修医が多く、特に千

葉大学が最も多い。 

＊ 施設内の地域医療センターでは、公開セミナーを定期的に開催しており、医療知識の普及活動

を行っている。 

＊ オリエンテーションは、研修開始前に全研修医を対象に行う（3 日間）。 

＊ 研修期間中は、指導医及び研修管理委員会において研修の進捗状況を把握し、2 年間で目標を

達成させる。教育研修部長は月 1 回、研修医を集合させるホームルームを開催し研修状況の確

認を行う。 
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日本内科学会認定教育病院 
三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 

関連施設 

日本脈管学会認定研修指定施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 
日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導 

施設 

日本呼吸器学会関連施設 千葉県医師会母体保護法指定研修医療機関 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

日本神経学会認定専門医准教育施設 
日本医学放射線学会放射線科専門医修練 

機関 

日本精神神経科学会精神科専門医研修施設 日本放射線腫瘍学会認定施設 

日本小児科学会専門医研修関連施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

日本アレルギー学会準教育施設（小児科） 日本病理学会研修認定施設 B 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 
日本超音波医学会認定超音波専門医研修 

施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 日本緩和医療学会認定研修施設 

日本食道学会全国登録認定施設 日本静脈経腸栄養学会 NST稼働施設 

日本食道学会食道外科専門医認定施設 
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム 

専門療法士実地修練施設 

日本肝臓学会認定施設 日本栄養療法推進協議会 NST稼働施設 

日本乳癌学会認定医・専門医制度認定施設 日本がん治療認定研修施設 

日本呼吸器外科学会専門医制度関連施設 がん診療連携拠点病院 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本口腔外科学会認定関連研修施設 

日本形成外科学会認定教育関連施設 臨床研修病院 

日本脳神経外科学会専門医認定制度指定 

訓練場所 

日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育 

病院 
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スケジュールの例（１年次、２年次）   

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

1 年次 内科 内科 内科 内科 内科 内科 外科 
救急 

(外科) 

救急 

(麻酔科) 

救急 

(麻酔科) 

選択 

必修 

選択 

必修 

2 年次 地域 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 

※選択必修は小児科、産婦人科、精神科、外科、麻酔科より 1 ないし 2 科選択 

 

選択科の内容（基幹型 11 ヶ月） 

自由選択期間内に希望により次の診療科の中から選択して研修する。 

糖尿病代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、乳腺外科、

整形外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭

頸部外科･耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、病理診断科 

 

国立病院機構千葉医療センター 医師臨床研修プログラム（基幹型） 

 

1【研修プログラムの目標】 

国立病院機構千葉医療センターは地域の中核病院であり、その機能を活用し、日常診療で頻繁

に遭遇する疾患や病態に適切に対応できるよう、プライマリケアの基本的な診断能力（態度、

技能、知識）を身につける。また、自由な発想を失うことなく、積極的かつ責任を自覚できる

人格を養成することを目標とする。 

その目標を達成するために、研修を分担する内科、外科、麻酔科、地域医療および選択必修科

目である産婦人科、小児科、精神科、さらに多くの他診療科の密な連携のもとに 2 年間研修を

進め、各研修医が最も成果が得られるようなプログラムを提供する。 

 

2【行動目標】  

医療人として必要なプライマリケアに対する基本姿勢・態度を身につける 

(1) 患者－医師関係 

患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立する 

① 患者、家族のニーズの身体・心理・社会的側面からの把握 

② 医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームドコンセントの

实施 

③ 守秘義務の遵守とプライバシーの配慮 

(2) チーム医療 

医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種からなる他の

メンバーと協調する 

① 指導医や専門医への適切かつ積極的なコンサルテーション 

② 上級および同僚医師、他の医療従事者との適切な配慮をもったコミュニケー 

ション 

③ 患者の転入、転出時の情報亣換 
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④ 関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーション 

(3) 問題対応能力 

患者の問題を把握し、問題対応型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣を身につけ

る 

① 臨床上の疑問点を解決するための情報を収集と評価、当該患者への適応の判断 

(EBM =Evidence Based Medicine の实践) 

② 自己評価および第三者による評価をふまえた問題対応能力の改善 

③ 臨床研究や治験の意義の理解と研究や学会活動への関心 

④ 自己管理能力の習得と生涯にわたる基本的診療能力の向上 

(4) 安全管理 

患者ならびに医療従事者にとって安全な医療の遂行、安全管理の方策の習得と危機管理へ

の参画 

① 医療現場での安全確認の理解と实施 

② 医療事故防止及び事故後の対処についてのマニュアルなどに沿った行動 

③ 院内感染対策(Standard Precautions を含む)の理解と实施 

(5) 医療面接 

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

指示、指導ができる。 

① 医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義の理解とコミュニケーションスキル

の習得、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動の把握 

② 患者の病歴(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー)の聴取

と記録 

③ インフォームドコンセントのもとに、患者・家族への適切な指示、指導 

(6) 症例呈示 

チーム医療の实践と自己の臨床能力向上に不可欠な症例呈示と意見亣換の实施 

① 症例呈示と討論 

② 臨床症例に関するカンファレンスや学術集会への参加 

(7) 診療計画 

保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画の作成と評価 

① 診療計画(診断、治療、患者・家族への説明を含む)の作成 

② 診療ガイドラインやクリニカルパスの理解と活用 

③ 入退院の適応の判断 

④ QOL(Quality of Life)を考慮した総合的な管理計画(社会復帰、在宅医療、介護を含む)

への参画 

(8) 医療の社会性 

医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する 

① 保健医療法規・制度を理解した適切な行動 

② 医療保険、公費負担医療を理解した適切な診療 

③ 医の倫理、生命倫理について理解した適切な行動 

 

3【研修プログラムの管理運営】 

(1) 研修総括責任者（病院長）：研修終了の認定を行う 

(2) 臨床研修管理委員会：研修医の研修中の目標到達度ならびに修了判定などを行う 
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4【募集定員】7 名（平成 28 年度） 

 

5【募集及び採用方法】 

(1) 募集方法 

公募による 

(2) 応募必要書類 

選抜試験願書 

(3) マッチング利用による 

 

6【研修医の処遇】 

(1) 常勤・非常勤の別 

期間職員として採用 

(2) 研修手当 

基本手当 1 年次 340,000 円  2 年次 350,000 円 

勤務時間 基本的な勤務時間 8：30～16：30 

  時間外勤務、当直有り 

(3) 休暇 

  有給休暇 1 年次 20 日  2 年次 20 日 

  年末年始休暇有り 

(4) 研修医の宿舎 

  研修医の宿舎なし 

(5) 研修医室 

  １室 

(6) 社会保険・労働保険等 

社会保険：全国健康保険協会加入 

年金関係：厚生年金加入 

雇用保険加入 

労働者災害補償保険法適用 

国家公務員災害補償法適用 

(7) 健康管理 

健康診断 年２回实施 

予防接種 インフルエンザ、４種抗体予防接種 

(8) 医師賠償責任保険 

個人にて任意加入 

(9) 外部研修活動 

学会・研究会等への参加は可能 

学会・研究会等への参加費用は原則自己負担、一部補助あり 

(10) アルバイト 

アルバイトは禁止 

 

7【研修方式】 
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1 年 次 2 年 次 

前  期 後  期 

地域医療 1 ヶ月 

自由選択 11 ヶ月 

内 科 

（6 ヶ月） 

救 急（3 ヶ月） 

外 科（1 ヶ月） 

選択必修（2 ヶ月） 

救 急（3 ヶ月） 

外 科（1 ヶ月） 

選択必修（2 ヶ月） 

内 科 

（6 ヶ月） 

※選択必修科は小児科、産婦人科、精神科、外科、麻酔科より 1～2 科選択 

※協力型プログラムも原則同じ 

 

内 科（必修） 

 

（期間）6 ヶ月 

6 ヶ月の研修期間の間で、消化器、循環器、内分泌代謝、呼吸器を 2 ヶ月ずつローテー 

ションする。 

（一般目標） 

将来の専攻科のかかわらず、良質な医療を提供するために、内科的知識、技術、態度を身につけ、

内科的な common disease を経験し、理解する 

（行動目標） 

内科（最低 6 ヶ月）の研修期間中、当院の实情にあわせて、消化器、循環器、内分泌代謝、呼吸

器のローテーションのなかでプライマリケアに必要な知識、技術を身につける 

1. 基本的な身体診察法を身につける 

1) 全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握、皮膚や表在リンパ節の診察を含む）がで

き、身体所見を記載できる。 

2) 頭頸部の診察（眼瞼・結膜、口腔、咽頭の観察、甲状腺の診察を含む）ができ、身体所見

を記載できる。 

3) 胸部の診察（聴打診を含む）ができ、身体所見を記載できる。 

4) 腹部の診察（触診・聴打診を含む）ができ、身体所見を記載できる。 

5) 骨・関節・筋肉系の診察ができ、身体所見を記載できる。 

6) 神経学的診察＊ができ、身体所見を記載できる。 

意識の質とレベルの評価、利き手、簡単な高次機能（痴呆の有無）、脳神経系、運動系、

感覚系、反射、起立歩行、髄膜刺激症状の診察と簡単な評価ができる。 

 

2. 基本的な臨床検査を实施し、結果を解釈できる 

必要な検査(A) を自ら实施できることが望ましく、結果を解釈できる。(A)以外検査の適応が

判断でき、結果の解釈ができる。 

1) 一般尿検査（尿沈渣顕微鏡検査を含む） 

2) 便検査（潜血、虫卵） 
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3) 血算・白血球分画 

4) 血液型判定・亣差適合試験(A) 

5) 心電図（12 誘導）(A)、負荷心電図 

6) 動脈血ガス分析(A) 

7) 血液生化学的検査 

   ・簡易検査（血糖(A)、電解質、尿素窒素など） 

8) 血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査を含む） 

9) 細菌学的検査・薬剤感受性検査 

   ・検体の採取（痰、尿、血液(A)など） 

   ・簡単な細菌学的検査（グラム染色など） 

10) 肺機能検査 

   ・スパイロメトリー（VC, FVC, FEV1.0, FEV1.0%, V50, V25）(A) 

11) 髄液検査 

12) 細胞診・病理組織検査 

13) 内視鏡検査 

   ・上部消化管内視鏡(A) 

   ・上部以外の消化管内視鏡検査 

   ・気管支鏡 

14) 超音波検査 

   ・腹部超音波検査(A)   

   ・心臓超音波検査 

15) 単純 X 線検査 

16) 造影 X 線検査 

17) X 線 CT 検査 

18) MRI 検査 

19) 核医学検査 

20) 神経生理学的検査（脳波・筋電図など） 

 

3. 基本的手技の適応を決定し、实施できることが望ましい 

1) 気道確保を实施できる。 

2) 人工呼吸を实施できる。（バッグマスクによる徒手換気を含む） 

3) 心マッサージを实施できる。 

4) 注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を实施できる。 

5) 採血法（静脈血、動脈血）を实施できる。 

6) 穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔）を实施できる。 

7) 導尿法を实施できる。 

8) ドレーン・チューブ類の管理ができる。 

9) 胃管の挿入と管理ができる。 

10) 局所麻酔法を实施できる。 

11) 創部消毒とガーゼ亣換を实施できる。 

12) 気管内挿管を实施できる。 

13) 除細動を实施できる。 
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4. 基本的治療法の適応を決定し、適切に实施する 

1) 療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む）ができる。 

2) 薬物の作用、副作用、相互作用について理解し薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、

解 熱薬、麻薬を含む）ができる。 

3) 輸液ができる。 

4) 輸血（成分輸血を含む）による効果と副作用について理解し、輸血が实施できる。 

 

5. チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理するために 

1) 診療録（退院時サマリーを含む）を記載し管理できる。 

2) 処方箋、指示箋を作成し、管理できる。 

3) 診断書、死亡診断書（死体検案書を含む）、その他の証明書を作成し、管理できる。 

4) CPC（臨床病理カンファランス）レポートを作成し、症例呈示できる。 

5) 紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。 

  

6. 経験すべき症状・病態・疾患 

患者の症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期治療を的確に行える 

(1) 頻度の高い症状 

下線の症状を経験し、レポートを提出する。 

＊「経験」とは、自ら診療し、鑑別診断を行うこと 

全身倦怠感 

1) 不眠 

2) 食欲不振 

3) 体重減尐、体重増加 

4) 浮腫 

5) リンパ節腫脹 

6) 発疹 

7) 黄疸 

8) 発熱 

9) 頭痛  

10) めまい 

11) 失神 

12) けいれん発作 

13) 視力障害、視野狭窄 

14) 結膜の充血 

15) 聴覚障害 

16) 鼻出血 

17) 嗄声 

18) 胸痛 

19) 動悸 

20) 呼吸困難 

21) 咳・痰 

22) 嘔気・嘔吐 

23) 胸やけ 
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24) 嚥下困難 

25) 腹痛 

26) 便通異常(下痢、便秘) 

27) 腰痛 

28) 関節痛 

29) 歩行障害 

30) 四肢のしびれ 

31) 血尿 

32) 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

33) 尿量異常 

34) 不安・抑うつ 

 

(2) 緊急を要する症状・病態 

必修項目 

下線の病態を経験すること 

＊「経験」とは、初期治療に参加すること 

1) 心肺停止 

2) ショック 

3) 意識障害 

4) 脳血管障害 

5) 急性呼吸不全 

6) 急性心不全 

7) 急性冠症候群 

8) 急性腹症 

9) 急性消化管出血 

10) 急性腎不全 

11) 急性感染症 

12) 急性中毒 

13) 誤飲、誤嚥 

  

(3) 経験が求められる疾患・病態 (70%以上を経験することが望ましい) 

  A 疾患については入院患者を受け持つ。 

  B 疾患については外来診療または入院患者で経験する。 

  ただし、皮膚科疾患・眼科疾患については併診患者でも可能とする。 

① 血液・造血器・リンパ網内系疾患 

 B 1）貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血） 

 B 2）白血病＊ 

 B 3）悪性リンパ腫 

 B 4）出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC） 

② 神経系疾患 

 A 1）脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血） 

 A 2）痴呆性疾患  ＊当院では精神科カリキュラムで経験できる 

 A 3）脳・脊髄外傷  ＊当院では救急外来・脳外科で経験できる 
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 A 4）変性疾患 

 A 5）脳炎・髄膜炎 

③ 循環器系疾患 

 A 1）心不全 

 B 2）狭心症、心筋梗塞 

 B 3）心筋症 

 B 4）不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈） 

 B 5）弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症） 

 B 6）動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤） 

 B 7）静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫） 

 A 8）高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 

④ 呼吸器系疾患 

 B 1）呼吸不全 

 A 2）呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） 

 B 3）閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症） 

  4）肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞） 

  5）異常呼吸（過換気症候群） 

  6）胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎） 

  7）肺癌 

⑤ 消化器系疾患 

 A 1）食道・胃・十二指腸疾患 （食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸

炎） 

 B 2）小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻） 

                   ＊当院では外科で経験できる  

  3）胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎） 

  B 4）肝疾患（ウィルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコー 

     ル性肝障害、薬物性肝障害） 

  5）膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 

 B 6）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

⑥ 腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む） 

 A 1）腎不全（急性・慢性腎不全、透析） ＊当院では透析は経験できない 

  2）原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群） 

  3）全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症） 

 B 4）泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） 

         ＊当院では救急外来・泌尿器科で経験できる 

⑦ 内分泌・栄養・代謝系疾患 

  1）視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害） 

  2）甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症） 

  3）副腎不全 

 A 4）糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖） 

 B 5）高脂血症 

  6）蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症）  

⑧ 感染症 
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 B 1）ウィルス感染症（インフルエンザ） 

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

 B 3）結核   ＊当院では入院患者を経験できない 

  4）真菌感染症（カンジダ症）  ＊当院では婦人科で経験できる 

  5）性感染症   ＊当院では婦人科で経験できる  

  6）寄生虫感染症 

⑨ 免疫・アレルギー疾患 ＊当院では救急外来で経験できる 

  1）全身性エリテマトーデスとその合併症 

 B 2）関節リウマチ 

 B 3）アレルギー疾患 

⑩ 物理・化学的要因による疾患 

  1）中毒（アルコール、薬物） 

  2）アナフィラキシー 

  3）環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害） 

（評価） 

評価は、各目標の達成を、自己評価と指導医の評価をおこなう。評価方法は、3 段階評価とし、

A、B、C で評価する。（A:ほぼ達成、B:努力したが未達成、C:未達成） 

経験すべき症状、病態、疾患は 70％以上の経験を必要とし、１ヶ月ごとに内科指導医長が評価

し、最終的にプログラム達成の評価は院内医師臨床研修委員会で行う。 

 

週間スケジュール（消化器）  

   午前 午後 

月    

火 腹部超音波   

水   腹部超音波 

木 内視鏡 腹部血管造影 

金 上部消化管造影 読影 

腹部超音波は毎日、内視鏡は水曜日以外毎日行っているが週一日ずつ経験  

空欄は病棟管理  
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週間スケジュール（循環器） 

  午前 午後 

月 負荷心筋シンチ 心カテ検査 

火   心臓血管外科とカンファ 

水   心カテ、回診 

木 心臓超音波   

金     

空欄は病棟管理 

月曜日は心臓血管外科の手術に参加することがある 

 

週間スケジュール（呼吸器） 

  午前 午後 

月       

火    気管支鏡 

水 回診    

木       

金    気管支鏡 

空欄は病棟管理 

 

 

救 急（必修） 

 

（期間） 

救急研修のうち、3 ヶ月間をまとまった研修期間で研修する。 

その中で、2 ヶ月間は①麻酔科で、救急に必要な手技などを習得する期間とする。 

1 ヶ月間は②外科で、腹部外科救急を中心とした救急医療研修を行う。 

そのほかに③当直研修を行う。当直研修は一年間を通じて合計約 32 回、平日夜間ないし土日祝

日に当直指導医のもとで急患室にて救急患者を診療する研修である。 

 

① 麻酔科での救急研修 

（期間） 

  初期臨床研修 1 年目 救急医療研修（麻酔科担当）2 ヶ月 

（一般目標(GIO)） 

1. 臨床医に求められる基本的に必要な知識、技術、態度を身につける。 

2. 救急を要する症状、病態、治療を理解する。 
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3. 麻酔科研修を通して、現在の医療は『チーム医療』であることを理解する。 

（行動目標(SBO)） 

1. 麻酔管理を通して気道確保、血管確保など緊急時の処置のための基本的手技を習   

得する。  

2. 各種モニターの理論と使用法を修得し、患者の病態を評価できる。 

3. 救急に対する初期治療、心肺蘇生に関する知識と技術を修得する。 

4. 手術（ことに緊急手術）に関与する医療従事者間の、チーム医療の重要性を認識する。 

5. 救急医療の現場において、急患の受け入れから診断・治療までの一連の過程をできるだ

け多く経験する。 

（到達目標） 

1. 気道確保に必要な頭頚部の診察（挿管困難の予想、歯牙の状態、頚椎の可動性）ができ

る。 

2. 気道確保の必要性を判断し、マスクによる気道確保、気管内挿管ができる。 

3. 静脈路を確保できる。 

4. 各種モニターを正しく使用することができる 

5. 麻酔中のバイタルサインが把握できる。 

6. 麻酔中のバイタルサインの変化に対して、病態を理解し処置ができる。 

7. 手術患者の循環動態を理解しながら、術中の輸液が適切にできる 

8. 周術期を通して、外科系医師その他医療スタッフと十分なコミュニケーションがとれる。 

9. 緊急手術における手術部の流れを理解し、対応できる。 

10. BLS について理解し、实践できる。 

11. 低酸素症の原因を診断できる。 

12. 各種ショックの病態が理解でき、ショックの診断と治療ができる。 

13. 当センターで診られる各種救急疾患を経験する。 

 

（経験すべき基本的手技(経験優先順位順)・目標経験数）（1 ヶ月間） 

気道確保 20 例  

用手的人工呼吸 20 例  

気管挿管 20 例  

静脈路確保 10 例  

胃管挿入 20 例 

 

② 外科での救急研修 

（期間） 1 か月 

外科において救急疾患を研修する 

（一般目標） 

腹部救急疾患を中心に、救急処置の必要な腹部疾患の診断、、治療方針の決定、全身管理が

できる。救急で扱う疾患には一刻をあらそう救命に関わる救急と、それほど急を要しないが

経過を観察しながら手術のタイミングを計る救急とがある。 

CPA（心肺停止）患者にも対応する 

（行動目標） 

1) 外科日常業務中の腹部救急疾患や当直帯での外傷、熱傷等の急患に対して、迅速に対応

する 
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2) 上記急患に対して、以下の診察ができる 

(1) 全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握）から重症度を判定できる 

(2) 創部の深さおよび感染の有無などの診察ができ、記載できる 

(3) 熱傷の重症度判定ができ、記載できる 

(4) 急性腹症患者の腹部所見が観察でき、記載できる 

3) 診察をもとに検査を行うことができる 

(1) 緊急手術を想定して一般採血、動脈血採血、検尿検査ができる 

(2) 心電図検査ができる 

(3) これらの検査結果の解釈ができる 

(4) 簡単な腹部超音波検査ができる（腹水貯留、明らかな胆石胆嚢炎、尿管結石による

水腎症など） 

(5) 胸腹部の単純レントゲン検査をオーダーし、その解釈ができる（消化管穿孔、イレ

ウスなど） 

(6) CT 検査をオーダーし、その結果を解釈する 

(7) 消化管内視鏡を見学し、病態を解釈する（消化管出血など） 

4) 診察、検査結果をふまえて、基本的手技の適応を決定し、实施することができる 

(1) 緊急時の気道確保（マスク換気、気管内挿管）ができる 

(2) 二次救命処置（ACLS）ができ、一次救命処置を指導できる 

(3) 圧迫止血法ができる 

(4) 緊急時の静脈ライン確保ができる 

(5) 胸腔穿刺（血・気胸を想定）、腹腔穿刺ができる 

(6) 導尿法が实施できる 

(7) 浣腸、摘便が实施できる 

(8) 胃管の挿入と管理ができる 

(9) 胃洗浄、イレウスチューブ挿入の介助ができる 

(10) 皮膚縫合法が实施できる 

(11) 熱傷も含めた創傷処置ができる 

(12) 気管切開の必要性を判断できる 

5) 腹部救急疾患（急性腹症）に対して、その病態を理解し、緊急手術の必要性を認識する 

(1) 急性虫垂炎、急性胆嚢炎、腸閉塞症、穿孔性腹膜炎、胃十二指腸穿孔、下部消化管穿

孔、急性汎発性腹膜炎、腸重積症、ヘルニアかんとん、消化管壊死、消化管内出血、

腹腔内出血、腹部外傷（消化管穿孔、内臓損傷）など頻度の高い疾患に対する理解を

深める 

(2) 緊急手術が必要かどうか、上級医と検討する 

(3) 手術を想定して、輸液や輸血の治療計画ができる 

(4) 全身麻酔や腰椎麻酔について理解し、術中術後に循環・呼吸管理ができる 

 

③ 当直研修 

（研修スケジュール） 

1 ヶ月 2～3 回程度の当直研修を行う。指導は、内科当直医、外科当直医などが行い、研修

医は上級医、指導医のもとで、急患室から始まる救急医療を研修する。原則として、当該時

間内のあらゆる種類の救急患者（消化器、呼吸器、循環器、神経疾患、各種外傷、整形外科、

泌尿器科、感染症、アレルギー、代謝疾患、精神科救急、小児、眼科、耳鼻科、など）の診
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療を経験する（年間 200－250 症例の見込み）。 

（一般目標） 

1) プライマリケアの現場を学ぶ 

2) 病歴把握から診断までの流れを理解する 

3) 救急蘇生を学ぶ 

4) 患者対応を学ぶ 

5) 診断困難時の協力依頼体制を理解する 

6) 関与する医療スタッフの役割、チーム医療を理解する 

7) 入院治療の必要な患者の判断、流れを理解する 

（行動目標） 

1) 救急依頼から急患室を訪れるまでの経緯を把握する 

2) 迅速な現病歴の聴取を行う 

3) 救急隊からの情報収集を行う 

4) バイタルサインの迅速な診察を行う 

5) 救急蘇生の必要性の判断、实施をする 

6) 心電図検査の实施と診断を行う 

7) 緊急エコー検査の实施と診断を行う 

8) CT、MRI など撮影と診断を行う 

9) 各種血液検査の实施、必要項目の把握、データの判断を行う 

10) 患者、家族への説明、精神的ケアの理解をする 

11) 救急現場での医療安全の意識をもつ 

12) チーム医療の实践を行う 

13) 緊急処置の理解、補助を行う 

14) 緊急手術の理解、補助を行う 

15) 転院の必要な患者の転院までの流れを理解する 

16) 救急で診療した患者の症例のまとめを報告する 

（評価方法） 

1) 研修日誌に研修内容、自己評価を記載し、プログラム責任者が評価 

2) 当日担当した当直医が指導医として評価し、プログラム責任者に報告 

3) 1 年間の当直研修の総括資料、研修医の自己評価まとめを研修管理委員会に報告、評価

を受ける 

＜別表＞平成 26 年度研修医当直研修、年間経験症例数 

 研修医 A   138 症例、入院 46 例 

 研修医 B   235 症例、入院 77 例 

 研修医 C   251 症例、入院 81 例 

 研修医 D   226 症例、入院 73 例 

 研修医 E   259 症例、入院 72 例 

 研修医 F   198 症例、入院 50 例 

  

 

外 科（必修と指定） 

 

（期間） 
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 1 年次、1 ヶ月間は必修と指定、さらに 1 年次の選択必修期間で 1－2 ヶ月選択可。 

プログラム達成のため、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科などの外科系研修は自由研修期間

で行う（後頁参照） 

（一般目標） 

日常診療で頻繁に遭遇する病気や病状の急変に適切に対応するプライマリケアを实践するため

の基本的な外科と救急医療の診療能力を身につける 

（行動目標） 

1) 患者、家族のニーズを身体､心理､社会的側面から把握し全人的に治療する態度で、治療、手

術の必要性を説明できる 

2) 守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる 

3) 医療チームの一員としての自分の役割を理解し、指導医に適切なタイミングでコンサルテー

ションでき、他の職種と円滑なコミュニケーションをとることができる 

4) 患者の問題を把握し、問題対応型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣をつけるため

に、文献検索の方法を習得するとともに治療、手術の適応及び必要性を EBM に基づき説明

できる 

5) 医療安全管理の方策を身につけ、院内のマニュアルにそって行動できる 

6) 院内感染対策を理解し实施できるとともに、各処置､手術の清潔､不潔の概念が説明でき清潔

操作ができる 

7) 治療､手術に必要な情報を得られるような医療面接ができ、インフォームドコンセントにもと

づいた同意を得ることができる 

8) 診療計画の作成にあたり、保険制度を理解し、クリニカルパスを活用できる 

9) 院内の CPC やカンファレンスで適切な症例提示と討論ができるとともに、学術集会に積極

的に参加する 

10) 外科、救急領域に関する病態を正確に把握するため下記に掲げる診察ができる 

① 全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握）から重篤度を判断できる 

② 創部の深さおよび感染の有無などの診察ができ、記載できる 

③ 甲状腺､乳腺の診察ができ、記載できる 

④ 熱傷の重症度判定ができ、記載できる 

⑤ 腹部､直腸の診察ができ、記載できる 

11) 診察より得られた情報をもとに、外科､救急医学領域の下記に掲げる検査ができる 

① 静脈血採血、動脈血採血、血液培養採血ができる 

② 検尿、便潜血、血液型判定、出血時間検査ができる 

③ 動脈血ガス分析、血液生化学簡易検査（血糖､電解質､尿素窒素など）ができる 

④ 心電図検査ができる 

⑤ 血液生化学的検査、血液免疫血清的検査、薬剤感受性検査の結果を解釈できる 

⑥ 簡単な腹部、体表超音波検査ができる 

⑦ 単純エックス線検査、心機能検査、肝機能検査、肺機能検査の結果を解釈できる 

⑧ CT 検査、MRI 検査、核医学検査の指示をだし、解釈できる 

⑨ 内視鏡検査、内視鏡処置の介助を理解し、肛門鏡検査ができる 

12) 外科、救急医学領域の下記に掲げる基本的手技の適応を決定し、实施することができる 

A) 緊急時の気道確保（マスク換気、気管内挿管）ができる 

B) 二次救命処置（ACLS）ができ、一次救命処置を指導できる 

C) 圧迫止血法が实施できる 



19 

 

D) 包帯法を实施できる 

E) 注射法（皮内､皮下､筋肉､点滴､静脈確保､中心静脈確保）を实施できる 

F) 胸腔穿刺、腹腔穿刺ができる 

G) 導尿法を实施できる 

H) 浣腸、摘便を实施できる 

I) ドレーン・チューブ類の管理ができる 

J) 胃管の挿入と管理ができる 

K) 胃洗浄、イレウスチュ－ブ挿入の介助ができる 

L) 局所麻酔法（簡単な伝達麻酔を含む）を实施できる 

M) 創部の消毒、デブリードメントとガーゼの亣換を实施できる 

N) 皮膚縫合法を实施できる（ステープラーによる縫合を含む） 

O) 軽度の外傷、熱傷の処置を实施できる 

P) 気管切開の必要性を判断できる 

13) 外科、救急医学領域の下記に掲げる基本的治療法の適応を決定し、適切に实施することがで

きる 

① 薬物の作用､副作用､相互作用について理解し、抗菌剤､副腎皮質ホルモン薬､解熱剤､鎮痛

剤、麻薬等の薬物治療ができる 

② 末梢および中心静脈からの輸液について、輸液計画をたて实施する 

③ 輸血による効果と副作用について理解し、輸血が实施できる 

④ 全身麻酔法について理解し、手術中の循環管理、呼吸管理ができる  

14) 救急医療の現場を経験し、生命や機能予後にかかわる、緊急を要する病態や疾病、外傷に対

して適切な対応をするために、下記に掲げる項目のうち一つ以上経験する 

① バイタルサインの把握ができる 

② 重症度および緊急度の把握ができトリアージュの概念について理解する 

③ 二次救命処置(ACLS=Advanced Cardiovascular Life Support)ができ、一次救命処置を

指導できる 

④ 頻度の高い救急疾患の初期治療ができる 

⑤ 救急医療における行政の役割を理解し、メデイカルコントロールの現場を経験する 

⑥ 専門医への適切なコンサルテーションができる 

⑦ 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) 外科、救急医療現場にて経験すべき症状、病態、疾患 

  全体の 70 パーセント以上経験することが望ましい 

(1) 頻度の高い症状 

① 全身倦怠感 

② 不眠 

③ 食欲不振 

④ 体重減尐､体重増加 

⑤ 浮腫 

⑥ リンパ節腫脹 

⑦ 発疹 

⑧ 黄疸 

⑨ 発熱 

⑩ 頭痛 
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⑪ めまい 

⑫ 胸痛 

⑬ 動悸 

⑭ 呼吸困難 

⑮ 咳､痰 

⑯ 嘔気､嘔吐 

⑰ 胸焼け 

⑱ 嚥下困難 

⑲ 腹痛 

⑳ 便通異常 

＊歩行障害 

＊四肢のしびれ 

＊排尿障害 

＊尿量異常 

＊聴覚障害 

＊鼻出血 

＊腰痛 

＊関節痛 

 ＊は当直研修（副直）時または自由研修期間で経験することができる 

(2) 緊急を要する症状､病態 

① 心肺停止 

② ショック 

③ 意識障害 

④ 急性呼吸不全 

⑤ 急性心不全 

⑥ 急性腹症 

⑦ 急性消化管出血 

⑧ 急性腎不全 

⑨ 急性感染症 

⑩ 外傷 

⑪ 熱傷 

⑫ 誤飲、誤嚥 

(3) 経験が求められる疾患、病態 

① 貧血 

② 心不全 

③ 動脈疾患 

④ 静脈、リンパ管疾患 

⑤ 呼吸不全 

⑥ 胸膜、縦隔、横隔膜疾患 

⑦ 肺癌（当院では経験機会が尐ない） 

⑧ 食道、胃、十二指腸疾患 

⑨ 小腸、大腸疾患 

⑩ 胆嚢、胆管疾患 
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⑪ 肝疾患 

⑫ 膵臓疾患 

⑬ 横隔膜、腹壁、腹膜疾患 

⑭ 甲状腺疾患 

⑮ 乳腺疾患 

⑯ 細菌感染症 

⑰ 真菌感染症 

⑱ 高齢者の栄養摂取障害 

＊骨折 

  ＊関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靭帯損傷 

＊骨粗しょう症 

  ＊脊柱障害 

  ＊中耳炎 

  ＊急性、慢性副鼻腔炎 

  ＊アレルギー性鼻炎 

  ＊扁桃の急性、慢性炎症性疾患 

  ＊外耳道、鼻腔、咽頭、喉頭、食道の代表的な異物 

  ＊泌尿器科的腎、尿路疾患  

  ＊は当直研修（副直）時または自由研修期間で経験することができる 

（評価） 

評価は、各目標の達成を、自己評価と指導医の評価をおこなう。評価方法は、3 段階評価とし、

A､B､C で評価する。(A：ほぼ達成、B：努力したが未達成、C：未達成) 

経験すべき症状、病態、疾患は 70 パーセント以上の経験を必要とし、１ヶ月ごとに外科指導医

長、麻酔科指導医長が評価し、最終的にプログラム達成の評価は院内医師臨床研修委員会で行う。 

 

 

（週間スケジュール）  

  午  前 午  後 

月 手術・内視鏡検査（上部） 手術 

火 （早朝）抄読会、手術 手術・内視鏡検査（大腸） 

水 内視鏡検査（上部）・手術     検査・内視鏡検査（大腸） 

木 内視鏡検査（上部） 
術前・術後症例検討会、 

最新薬剤・医療器材勉強会 

金 手術 手術・内視鏡検査（大腸） 

土 病棟  

日 （病棟）  
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麻酔科(必修と指定) 

 

（期間） 1 年次 1 ヶ月間は必修と指定、さらに 1 年次選択必修期間で 1～2 ヶ月選択可。 

（一般目標 GIO)  

1. 臨床医に求められる基本的に必要な知識、技術、態度を身につける。  

2. 麻酔科研修を通して、現在の医療は『チーム医療』であることを理解する。  

3. 術前・術中・術後における麻酔科医の役割を理解する。 

4. 周術期の患者管理の流れを理解する。 

（行動目標 SBO)  

1. 一般的な麻酔に関する知識を習得する。  

2. 患者との良好な人間関係を維持し、適切なインフォームドコンセントを得る訓練をする。 

3. 各種モニターの理論と使用法を修得する。 

4. 手術に関与する医療従事者間の、チーム医療の重要性を認識する。 

（到達目標） 

1. 術前患者に不安を与えないように、麻酔に関して問診し、麻酔法について説明して、同意

を得ることができる。  

2. 守秘義務を果たし、患者・家族の人権・プライバシーの配慮ができる。 

3. 術前患者の麻酔科学的な全身的な評価が可能で、一般的な麻酔方法を企画し、指導医の評

価を受ける。 

4. 外科系医師とのコミュニケーションや手術室内スタッフとの協調性が安全な患者管理に結

びつくことを理解する。 

5. 患者入室前の、麻酔器、患者監視装置、輸液ポンプの始業点検、麻酔薬の準備ができる。  

6. 静脈確保ができる。 

7. 麻酔導入、マスクによる気道確保、気管内挿管ができる。 

8. 患者監視装置からの情報を適切に利用し、麻酔中のバイタルサインが把握できる。 

9. 麻酔中のバイタルサインの変化に対して、処置ができる。 

10. 手術患者の循環動態を理解しながら、術中の輸液が適切にできる。 

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

療法が实施できる。  

12. 胃管の挿入管理ができる。 

13. 典型的な人工呼吸器の条件設定ができる  

14. 麻酔覚醒、気管内チューブの抜去ができる。 

15. 術中の経過を麻酔記録に正確に記載できる。  

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

薬理作用が理解できる。  

17. 周術期合併症を理解し、処置ができる。  

18. 医療事故防止について、適切な行動がとれる。 

19. 感染対策を理解し实施できる。 

（経験すべき基本的手技(経験優先順位順)・目標経験数、1 ヶ月間） 

気道確保 20 例  

用手的人工呼吸 20 例  

気管挿管 20 例  

静脈路確保 10 例  
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胃管挿入 20 例  

 

週間スケジュール 

  朝 日中 夕方 

月 
麻酔症例検討 

ICU 回診 

心臓・大血管麻酔、 

ICU 勤務 

術前・術後回診 

緩和・疼痛回診 

火 
麻麻酔症例検討 

ICU 回診 

消化器外科、整形外科、婦人科麻酔 

産科麻酔、ICU 勤務 

術前・術後回診 

緩和・疼痛回診 

水 
麻酔症例検討 

ICU 回診 

頭頚部・耳鼻科麻酔、泌尿器科麻酔 

ICU 勤務 
Journal Club 

木 
麻酔症例検討 

ICU 回診 

脳外科麻酔、頭頚部・耳鼻科麻酔 

ICU 勤務 

術前・術後回診 

緩和・疼痛回診 

金 
麻酔症例検討 

ICU 回診 

消化器外科、整形外科、婦人科麻酔 

産科麻酔、ICU 勤務 

術前・術後回診 

緩和・疼痛回診 

土    
ICU 勤務 

術前・術後回診、緩和・疼痛回診 
   

日    
ICU 勤務 

術前・術後回診，緩和・疼痛回診 
   

 

 

小児科 

 

（期間） 1 年次選択必修期間で 1～2 ヶ月間選択可。 

※小児科は下志津病院での研修となります。 

（一般目標） 

1. 患者である小児と保護者と相互に良好な関係をつくり、問診・診察・説明が出来る｡ 

2. 小児の年齢的特異性と疾患の関係を理解し医療行為が出来る｡ 

3. 小児の症状・所見・検査結果を、適切に処理解釈し的確な問題点抽出を行う。 

4. 医師として小児科専門医と患者に関する論議が出来る｡ 

5. 比較的多く見られる小児救急疾患に対し的確な対応（その場の処置・再来受診の指示・他

医に対するコンサルト或いは紹介）が出来る。 

 

（行動目標） 

1. 親から子供が具体的にどのようなことで困っているかを具体的に聞き出す。問診で小児の

全身状態を把握する。 

2. 小児からも必要な情報を得る面接手法を身につける。 
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3. 親から分娩歴・生育歴・既往歴を的確に聞き取る。 

4. 予防接種歴を正しくとり適切に対応（未接種の場合の指導等）。 

（特に乳児健診・予防接腫は研修項目に入っていない。研修で予防接腫の意義・時期等の

理解をふまえた問診は重要である） 

5. 家族歴の聴取ならびに家系図をかける。 

6. 経験すべき症状 

① 発熱 

② 痙攣 

③ 喘鳴を主訴（吸気・呼気、鼻・喉頭・胸部） 

④ 咳（dry/moist/spasmodic） 

⑤ 下痢・消化器症状（性状・嘔吐） 

⑥ 成長発育・発達の異常（発達の評価・成長曲線の記入） 

⑦ 皮膚の異常 

⑧ その他小児の症状として 

1）痛み 2）奇形 3）頭部・頚部腫瘤 4）貧血・紫斑 5）尿路症状 

6）夜尿・行動異常等を経験する事が望ましい。 

7. 診察手法を身につける 

① 小児乳幼児に不安を与えずに診察に入る事ができる。 

② 一見して重症度の判定が出来る。 

③ 診察の優先順位をつけられる。 

④ 気道感染症の一般診察が確实にできる。 

⑤ 年齢による差を理解する。 

8. 新生児・乳児・幼児・小児・思春期の以下の理学所見を経験する  

① 身体計測：身長（臥位 2 歳誕生日前日まで：歩行開始 12 月/走る 18 月） 

② 体重・頭囲・胸囲の測定ならびに評価 

③ 全身状態（正常/Critically ill の把握が出来る） 

（原則として必要な所を優先に診察ができる） 

④ 大泉門（前頭骨・頭頂骨で囲まれる：触診の際の体位・状態ならびに計測法） 

⑤ 小泉門（どこか・臨床的意義） 

⑥ 眼球結膜（黄疸・青色強膜）貧血の見方 

⑦ 口腔内（扁桃・発赤・歯及び caries）乳歯の萌出(時期）・永久歯 

⑧ リンパ節（頚部・鼠頚部/肘部・後頸部・頭部：年齢差） 

⑨ 甲状腺（頚部伸展・峡部を目安(甲状軟骨と輪状軟骨の位置・飲み込み） 

⑩ 努力性呼吸（呻吟＝呼気時の息だめ/陥没呼吸/鼻翼呼吸） 

⑪ 聴診（吸気性喘鳴・呼気性喘鳴/呼気延長）/心雑音 

⑫ 腹部（視診・触診・聴診） 

⑬ 髄膜刺激徴候（項部硬直・straight leg raising sign） 

⑭ 皮膚（大理石紋様・turgor（高・低張状態）・浮腫・乾燥（アトピー）・湿潤) 

⑮ 皮疹の的確な視診と記述（川崎病・麻疹・突発性発疹等の区別） 

⑯ 発達の評価、小児特有の反射 

⑰ 血圧測定 

⑱ 奇形 

⑲ 精巣容積・乳房発育  
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9. 基本的検査の習得と結果の解釈ができる 

① 血算  

② 生化学 

③ 動脈血ガス分析 

④ 検尿 

⑤ 心電図（小児心電図を自分でとり解釈する） 

⑥ Ｘ線（各年齢における胸部Ｘ線写真） 

⑦ 腹部エコー 

成人との違いを理解する。とくに緊急検査としての、血算・ヘモグラム・血糖・ケト

ン体・血ガス・電解質・検尿は習得し、結果を解釈できる。 

10. 病態を正確に把握し、入院オーダーが指示できる 

① 食事 

② 点滴 

③ 処方 

④ 安静度 

⑤ 検査 

⑥ 保険医療上の病名入力ならびに伝票上のコスト徴収 

11. 基本的な手技・処置ができる。①～⑫は必須である 

① 乳児・新生児を含めた採血が出来る。 

② 点滴挿入が出来る。 

③ 乳児の採尿パック装着が出来る。 

④ 胃洗浄 

⑤ 浣腸 

⑥ 腰椎穿刺 

⑦ 血ガス採血 

⑧ 皮下注 

⑨ 静注・輸血 

⑩ 心電図・バイタルモニターの対応 

⑪ マススクリーニング採血 

⑫ ツベルクリン反応 

 以下は必須ではないが、实習項目として入れるもの 

(1) 高圧浣腸 

(2) 骨髄穿刺 

(3) 小児超音波検査 

(4) IVP、膀胱造影 

12. 小児救急を理解する 

発熱・喘鳴あるいは喘息発作・痙攣・下痢嘔吐症等に関しては、 

1) 救急で処置・治療が不要で患者ならびに親に対する説明ですむもの 

2) 救急で処置・治療をすれば良いもの 

3) 後日の専門医受診を指示する事が必要なもの 

4) 至急他医とのコンサルトあるいは入院が必要であるもの 

 1)～4)を判断できるようにする事が目標である。 

・不明点のある場合は、患者の全身状態がよくとも後日の病院受診を指示する。 
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13. 経験が求められる疾患・病態 

① けいれん性疾患 

② ウイルス感染症 

③ 細菌感染症 

④ 気管支喘息 

⑤ 先天性心疾患 

（評価） 

 毎月 1 回、研修指導医とともに達成状況を確認、自己評価する。 

 

週間スケジュール 

  月 火 水 木 金 土又は日 

午前 
回診 

病棟 

回診 

病棟 

回診 

病棟 

新生児診察 

回診 

外来实習 

回診 

病棟 
回診 

午後 

病棟 

症例・回診 

まとめ 

 

乳児健診 

 

病棟 

症例・回診 

まとめ 

症例検討会 

抄読会 

病棟 

症例・回診 

まとめ 

 

 

 

精神科 

 

（期間） 1 年次選択必修期間で 1～2 ヶ月間選択可。 

※千葉医療センターと下総精神医療センターでの研修となります。 

（一般目標） 

総合的な診断能力を身につける一環として、主な精神疾患・状態像の診断、治療の知識、基本

的な技術の習得を目指す 

（行動目標）    

1. 精神科神経科の診療技術を習得する 

1) 現病歴、既往歴、家族歴について面接と記載 

2) 生活史、性格傾向、環境（職場、学校、家庭など）の把握 

3) 身体的現症の具体的診察、神経学的診察法の手技 

4) 精神医学的面接（一般的、診断的、治療的）の仕方 

5) 精神医学的現症の把握と記載方法 

 

2. 精神神経科的検査の臨床的意味を理解する 

1) 生化学的所見 

2) 生理学的所見 

3) 画像検査 

4) 知能心理検査 

3. 精神障害者の人権保護に関する基礎知識を習得する 

1) 入院形態の種類と手続き 
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2) 患者・家族に対する情報の守秘義務 

3) 精神保健福祉法の基礎知識 

4. 精神科的な諸治療の適応と理論についての基礎知識を習得する 

1) 精神科薬物療法 

2) 精神療法の全般的概略 

3) そのほかの生物学的治療 

4) そのほかの心理社会的治療 

5. 主要な向精神薬の種類・適応・効果・副作用・薬理作用についての概略の知識を習得する 

1) 抗精神病薬 

2) 気分安定剤（抗躁薬） 

3) 抗うつ剤 

4) 抗不安薬・睡眠薬 

5) その他（抗てんかん薬、抗パーキンソン病薬、抗痴呆薬など） 

6. 主要な精神および行動の障害についてその症状経過予後、診断と治療の概略の知識を習得

する 

1) 痴呆・症状性を含む器質性精神病 

2) 統合失調症 

3) 気分障害 

4) 神経症性障害・ストレス関連障害および身体表現性障害 

5) 精神作用物質による精神および行動の障害（アルコール関連障害を中心に） 

7. そのほか 

1) 他院・他科への依頼の仕方 

2) 他院・他科からの依頼への応対 

3) 各種診断書などの書き方 

（評価方法） 

・ 指導医による各到達度目標に対する評価 

・ 研修医本人による各到達度目標に対する評価 

（週間スケジュール） 

   月 火 水 木 金 

1 週目 

AM 
オリエンテ

ーション 

入院患者 

把握 
入院患者把握 外来 入院患者把握 

PM 
オリエンテ

ーション 

入院患者 

把握 
入院患者把握 

症例検討・医長

回診 
入院患者把握  

2 週目 

AM 
入院患者 

把握 

入院患者 

把握 
病棟 病棟・外来 病棟 

PM 
入院患者 

把握 

病棟・クルズ

ス 

リエゾン予診 

・陪診 
病棟・症例検討 

症例検討・医長

回診 

3 週目 ２週目と同じ 
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4 週目 

AM 

下総精神医

療センター

研修 

下総精神 

医療センター

研修 

下総精神医療セ

ンター研修 

下総精神医療セ

ンター研修 

下総精神医療セ

ンター研修 

PM 

下総精神医

療センター

研修 

下総精神 

医療センター

研修 

下総精神医療セ

ンター研修 

下総精神医療セ

ンター研修 
総括・評価 

 

 

産婦人科 

 

（期間） 

1 年次選択必修期間で 2 ヶ月間選択可 

（一般目標） 

プライマリケアに必要な、女性特有の疾患、ホルモン変化、妊娠分娩に関する研修を行う。こ

れにより、女性患者を全人的に理解し、女性の QOL 向上を目指したヘルスケアを行えることを

目標とする。 

（行動目標）  

1. 女性特有の疾患による救急医療 

産婦人科急性腹症の診断（子宮外妊娠、卵巣嚢腫茎捻転、卵巣出血） 

2. 妊娠の診断、妊婦の管理、投薬、正常分娩の経過 

妊娠分娩と産褥期の管理の基礎知識と育児に必要な母性とその育成 

妊産褥婦に対する投薬や検査に対する制限などの特殊性 

3. 思春期、成熟期、更年期の特徴 

これらのホルモン環境の変化とその失調に起因する疾患 

4. 婦人科腫瘍、性感染症の診断と治療 

5. 以上の項目を理解するための、医療面接、基本的診察法、検査法 

6. 1) 他院・他科への依頼の仕方 

2) 他院・他科からの依頼への応対 

3) 各種診断書などの書き方 

これらの研修を通じて女性の特有な疾患を理解し、その特性を会得することはすべての医師にと

って必要不可欠なものである。 

（評価方法） 

・ 指導医による各到達度目標に対する評価 

・ 研修医本人による各到達度目標に対する評価 

（週間スケジュール）分娩見学・介助は昼夜を問わず、積極的に参加する 

 午 前 午 後 

  月    病棟    外来 

  火    手術見学・助手    手術見学・助手 
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  水    病棟    外来 

  木    手術見学・助手    手術見学・助手 

  金    病棟    外来 

 

 

地域医療（必修） 

 

（期間） 

1 ヶ月（2 年次） 

（一般目標） 

地域包括医療の理念を理解し、实践できるために、地域医療、在宅医療、老人医療、保険、福

祉、介護の分野も含めて、臨床能力を身につけることを目標とする。 

（行動目標）  

1. 地域包括医療の理念と方法論 

地域住民に対して共感をもち、地域包括医療の必要性を理解する。 

対象地域の健康問題を把握する。 

ともに働く職種の役割を理解し、協調性を保つことができる。 

保険医療福祉行政を理解する。 

2. 全人的アプローチ 

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。 

予防的な観点から、患者・家族のニーズを把握できる。 

患者が豊かな人生を送れるように、医療のゴールを患者・家族と共に考えることができる。 

以上の目標達成のための適切な面接技法や状況に応じた柔軟な対応を修得する。 

3. 日常診療業務 

日常診療において適切な診療、それに関する説明ができる。 

基本的な医療機器が使用できる。 

書類作成ができる。 

4. 在宅医療 

訪問診療、訪問看護、在宅緩和ケアについて理解する 

5. 介護保険への対応 

介護保険制度の仕組みを理解し、そのサービスを体験する 

6. 保険事業 

各種検診、予防接種、健康相談に対応できる 

7. 病診連携を理解する 

以上の研修を国保匝瑳市民病院・国保多古中央病院にて行う。 

（週間スケジュール） 

  月 火 水 木 金 土 

午前 外来 外来 検診 療養病床 デイサービス 一般病棟 

午後 一般病棟 病棟カンファ 一般病棟 訪問診療 リハビリ  
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選択科目の研修について 

 

（期間） 

2 年次に、次の診療科の中から 1 診療科、又は 2 診療科以上を組み合わせて、併せて 11 ヶ月を

選択。 

糖尿病代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、乳腺外科、

整形外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭

頸部外科・耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、病理診断科 

各診療科のプログラム（受け入れ期間、人数等を含む）は以下の通り。 

 

 

糖尿病代謝内科 

 

診療科の特色 

糖尿病が診療の中心である。日本糖尿病学会認定教育施設。 

糖尿病はどの科でも遭遇することの多い疾患で、糖尿病診療の基本を経験することはどの科を専

門にする場合でも有用であると考えます。 

研修受け入れ期間 

1 ヶ月以上が望ましい。 

 

研修の人数 

1 期間 1 名。 

 

研修の到達目標 

（診断） 

糖尿病の診断基準および病型分類に関する学会勧告の内容を理解し、臨床応用できる。糖尿病の

診断と病型分類に必要な検査（経口糖負荷試験、グルカゴン負荷試験など）、血中、尿中 CPR、

抗 GAD 抗体、IA-2 抗体、HLA 等の検査の意義を理解し、1 型、2 型、SPIDDM(Slowly Progressive 

IDDM)等の病型の診断をすることができる。 

重症度の診断について、糖尿病の診断基準を理解し、空腹時、食後血糖、グリコヘモグロビン、

尿および血中ケトン体、血液ガス分析等の意義を理解し、重症度（境界型からケトアシドーシス

→昏睡に至るまで）の診断を的確に行えるようにする。 

糖尿病網膜症の重症度を理解することができる。腎症については、微量アルブミン尿、ネフロー

ゼ症候群、腎不全等をよく理解し、病期を的確に診断できる。神経障害については、腱反射、振

動覚検査等の身体所見をとることができる。心拍変動等の自律神経機能検査を良く理解し、自律

神経障害の診断ができる。 

 

（治療） 

糖尿病の重症度、病型を的確に判断し、個々の患者に適した治療目標の設定および治療計画がた

てられる。そのために食事療法の理論と实際の知識を習得する。特に肥満患者と非肥満患者に対

する総カロリーの適切な処方、高血圧、高脂血症、腎不全等の合併症のある患者に対する食品構
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成の適切な処方ができる。運動療法の理論と实際の知識を習得、实施し、その効果を的確に評価

する。特に、患者の心機能、腎機能、網膜症などの合 

併症を考慮した運動処方ができるようにする。経口血糖降下剤の理論と实際の知識を習得する。

SU 剤、αグルコシダーゼ阻害剤、ビグアナイド剤、インスリン抵抗性改善剤等の特性と適応を

理解し使用できる。インスリン注射療法の理論と实際の知識を習得する。特に１型糖尿病、糖尿

病性ケトアシドーシス等のインスリンの絶対的適応と、相対的適応について習熟する。インスリ

ン従来療法、強化療法の適用について理解する。多種類のインスリン製剤の特徴を理解し、適切

に使用できる。またインスリンの副作用についても理解する。 

慢性糖尿病合併症を伴う糖尿病の治療の理論と实際の知識を習得する。特に網膜症を合併する糖

尿病患者の血糖コントロールについて、腎症を伴う患者のタンパク制限等の食事療法、血圧管理

等の薬物療法、神経障害を伴う患者の薬物療法について習得、实施しその効果を評価できる。 

低血糖に対する正しい知識と対応を習得する。 

 

（患者教育） 

指導医の指導のもと、入院患者の個人指導を行う。糖尿病教室の他のスタッフの講義を聞く。 

これらの経験を通して、食品亣換表の利用方法の指導、運動処方の作成、インスリン自己注射、

血糖自己測定の指導ができるようにする。 

 

研修スケジュール 

（週間スケジュール） 

      午前   午後 

   月  外来   病棟 （糖尿病教室）、回診 

   火  外来   病棟、内科医局会 

   水  外来   病棟 

   木  外来   病棟 

   金  外来   病棟 

研修期間中は指導医の指導のもと、主に入院患者の治療にあたる。研修期間によっては、指導医

の指導の下、糖尿病教室の一部を担当、外来の新患の予診を行い治療方針をたてたり、他科から

の依頼の対応にあたる。 

 

指導医 

島田典生：日本内科学会認定内科医・指導医、日本糖尿病学会認定専門医・指導医 

岡澤哲也 

 

研修後の進路 

日本糖尿病学会認定教育施設のため、後期研修医として当院で引き続き研修を続け、日本内科学

会認定内科医、日本糖尿病学会認定専門医の取得をめざすことも可能。 

 

 

神経内科 

 

（特色） 
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複雑系の代表である脳を中心とする神経系の解剖や機能の現段階で明らかになっている知見を

踏まえ、脳や神経に関わる多くの疾患の診断と治療および病因・症状の発現機序とその意味の研

究を行うのが Neurology(日本では神経内科学)です。 

 当院は日本神経学会の准教育施設であり，一定水準の研修が可能なレベルを維持しています．

当院では脳血管障害の多くを脳外科が担当しているため，多尐地味な印象はあるものの，多くの

大学を含め，他院では見られない Neurology を経験することができます。 

また総合内科医師の協力が得られており、内科救急一般・精神科との隣接領域の経験も可能です。 

 

研修受け入れ期間 

1 ヶ月単位 

 

研修の人数 

1 ヶ月に 1 名が基本(2 ヶ月なら 2 名) 

 

研修の目標 

・ 神経学的診察の方法とその基本的解釈 

・ 神経救急（意識障害・脳卒中・てんかん重積・脳炎など）の処置と治療 

・ 神経変性疾患・神経免疫疾患・末梢神経疾患・筋疾患の診断・治療 

・ 脳卒中の急性期診断と治療および慢性期治療 

・ 自律神経疾患の検査・診断・治療 

・ 電気生理検査（脳波、誘発電位、筋電図、神経伝導検査）の施行と解釈 

・ 神経画像検査の指示の仕方と読影(MRI, CT, SPECT, 血管造影, 超音波検査など） 

・ 神経リハビリテーションについての適応と計画と評価 

・ 脳外科的加療の適応の判断 

・ 遺伝子診断の適応・説明 

・ 医療福祉制度の理解と書類作成 

しかし，实際の問題として，わずかな初期研修期間で多くを望むことはできません。

すべての研修医が神経内科を志すわけではないことを踏まえると、上記の目標すべてを

満たすことは困難と言うほかはなく、实際、神経内科専門医ですら、神経内科領域全般

に通じることは不可能な状況になっています。 

 最低限学んで欲しいのは(提供目標でもありますが)、 

1. Neurology とはどういうものか－複雑系が対象＝自らの基盤の不断の点検 

2. Neurology の考え方－一対一対応の考え方の限界 

3. 实臨床における意識障害の初期診断 

4. 何処でも役に立つであろう基本手技ー髄液採取など 

5. MRI の読影と撮像の指示内容の意味 

6. 最低限知っておけばなんとかなる神経解剖学的知識 

7. Neurology 周辺の最新の流れ－文献検索の方法と統計的知識(文献の信者となら

ないために) 

8. 正しい心理検査の行い方と解釈 

9. 電気生理学的検査の原理と応用 

10. 倫理観 
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指導体制 

 指導医 1 名 

 専門医 1 名 

 

呼吸器内科 

 

1. 診療科の特色 

病床数 455 床を有する総合病院の呼吸器科診療を一手に担っているというのが、当科の最大

の特色である。呼吸器内科の疾患特性は多種多様におよび、罹患年齢層も若年者から超高齢者

まで幅広い分布を示す。これら全ての疾患に対応するには、高度の呼吸器専門知識と、プライ

マリーケアの知識をバランス良く活用する手腕を必要とする。また急性および慢性疾患と、良

性および悪性疾患全てが守備範囲に含まれるため、迅速な判断と適切な対応とが必要とされる。

このような高度のスキルを身につけることが当科における診療の最大の特徴である。 

 

2. 研修の受け入れ可能期間 

2 ヶ月から 11 ヶ月までの間でできうる限り希望に添う期間で対応するが、当院において呼吸

器科のみの研修を希望する場合は（一般業務のオリエンテーション期間を含め）3 ヶ月以上を

原則とする。2 ヶ月（ないし 3 ヶ月）、4 から 6 ヶ月、6 ヶ月を上回る期間のいずれかを研修期

間（原則）として、それぞれの期間毎に目標（後述）を設定する。 

 

3. 研修の人数 

年間のいずれの時期においても 3 名を上限として研修人員を調節する。以下の表（例）を参照

されたい。 

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

●研修期間 2～3 ヶ月研修医：4 人（3 ヶ月 1 人と 2 ヶ月 3 人が異なった期間で研修） 

  ■■■■■■■■           □□□□□□       ■■■■■■□□□□□□ 

●研修期間 4～6 ヶ月研修医：2 人（4 ヶ月 1 人と 6 ヶ月 1 人が異なった期間で研修） 

  □□□□□□□□□□□       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

●研修期間 9 ヶ月研修医：１人（9 ヶ月 1 人が研修を行う） 

       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ただし、長期間の研修希望者が多い場合には相談に応じる（他科との兼ね合いも顧慮する）。 

 

4. 研修の到達目標 

① 一般目標：内科１年次必修６ヶ月の研修で不十分であった分野を中心に研修を行い、以下

に記載する行動目標、経験目標を達成する。2 ヶ月などの短期間の研修では経験目標にあ

げる疾患をまんべんなく受け持つ事を目標とする。中期間の研修ではこれに加え、興味の

ある症例や、将来自分の目指す診療分野で役に立つ呼吸器合併症に対応できるような知識

をも身につける。また、長期間の研修を希望する場合は、学会発表や症例報告などの機会

を用意し、将来的に専門医取得のための経験を積むことも考慮する。 

② 行動目標：日本内科学会「研修カリキュラム－認定内科医 <呼吸器>」（ホームページ参照）

に示される、知識、診察法、専門的検査を十分に理解、实践できることを目標とする。 

③ 経験目標：代表的な呼吸器疾患について、診療計画を立案し实践できる事を目標として、

症例を担当する。实際に経験しておくべき疾患（または病態）については以下のものを目
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安とする。急性下気道感染症、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支喘息、肺癌（非小細胞

肺癌、小細胞肺癌）、呼吸不全（急性呼吸不全および慢性呼吸不全急性悪化）、胸膜疾患（気

胸、胸膜炎）など。 

 

5. 研修スケジュール、週間スケジュール（研修方略） 

主として病棟において指導医・上級医のもとに入院患者を受け持ち、基本的な診察法・検査法・

治療法・家族への対応などについて直接担当医として研修する。担当する入院患者は、同時に

７から１０名程度とし、研修期間にもよるが、上述の代表的呼吸器疾患を網羅できるようにす

る。また内科全体の症例検討会（週に一度、一人一例症例呈示）、院内 CPC や、呼吸器内科病

棟全症例カンファレンス（毎週週に一回）、病棟回診（全症例対象、毎週週に一回）を行い、

担当症例だけではなく多数の症例に接することで、幅広い知識をつける。また気管支鏡検査が、

週二回の検査日が設定されており、検査に参加し、基本的な検査法を見学する。 

 

6. 指導医、上級医の紹介 

江渡秀紀呼吸器科医長、丸岡美貴呼吸器科医師、安田直史呼吸器科医師、西村大樹呼吸器科医

師らが病棟担当の上級医として指導に当たる。 

 

7. その他、研修後の進路、研修医に望むことなど 

呼吸器疾患は高齢者が多く、また肺癌に関しては終末期までを受け持つため、終末期医療・全

人的医療が求められる。また呼吸不全や肺癌は全身疾患であるために、呼吸器内科医は呼吸器

専門的知識の他に内科全般にわたり基本的な（さらには oncology emergency などに関して緊

急手術適応を迅速に判断する必要があるため外科学的な基礎的な）知識を身につける必要があ

る。是非とも、バイタリティーを持った研修医を切望する。また、当院で長期の研修を行い、

将来呼吸器内科医を希望するものには、当院での初期研修終了後千葉大学呼吸器内科講座へ入

局の準備も有り、努力次第では将来を約束された科と考えている。 

 

 

消化器内科 

 

国立病院機構千葉医療センター消化器科では、肝、胆、膵疾患を中心に上部・下部消化管疾患も

含めあらゆる消化器疾患に対応しており、患者の立場を重視した患者中心の総合的なチーム診療

をこころがけ、科学的根拠に基づく各学会の診療ガイドラインに沿った診療を目指しています。 

当院消化器科は、肝、胆、膵を中心に消化管を含め消化器全般にわたり多彩な疾患が多数集まり

ます。また千葉大学医学部消化器内科とも密接に連携しており、消化器領域の疾患を幅広く経験

することができます。 

常勤スタッフは 4 名ですが、他に消化器病・肝臓病専門医の副院長、総合内科医長と消化器科病

棟に勤務する内科医師 2 名も加えて合計 8 名で消化器科の診療と研修医の指導・教育にあたって

います。研修医の疑問点に対してはスタッフのだれもがいつでも気軽に相談に乗り、時にはスタ

ッフみんなで話し合いをしながら最適の解答を見つけられるように研修医をサポートしています。 

1. 認定施設 

1) 日本内科学会認定教育病院 

2) 日本消化器病学会認定施設 

3) 日本肝臓学会認定施設 
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4) 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

5) 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 

2. 消化器科診療にかかわるスタッフ 

 以下のメンバーで消化器疾患の診療にあたっています。 

 医師名 卒業年次 所属学会・認定等 

消化器科

医長 

金田 暁 昭和 59 年 日本内科学会認定内科医・指導医 

日本消化器病学会認定専門医・指導医 

日本肝臓学会認定専門医 

日本超音波医学会認定専門医 

内視鏡 

室長 

伊藤 健治 平成 4 年 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本消化器病学会認定専門医・指導医 

日本肝臓学会認定専門医 

日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医 

消化器科

医師 

阿部 朝美 平成 3 年 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本消化器病学会認定専門医・指導医 

日本肝臓学会認定専門医 

日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医 

消化器科

医師 

田村 玲 平成 15 年 日本内科学会認定内科医 

日本消化器病学会認定専門医 

日本消化器内視鏡学会認定専門医 

専修医 大黒 晶子 平成 15 年 日本内科学会認定内科医 

専修医 西村 光司 平成 22 年  

副院長 杉浦 信之 昭和 54 年 日本内科学会認定内科医・指導医 

日本消化器病学会認定専門医・指導医 

日本肝臓学会認定専門医・指導医 

日本超音波医学会認定専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会認定専門医 

総合内科

医長 

斉藤 正明 昭和 55 年 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本消化器病学会認定専門医・指導医 

日本肝臓学会認定専門医 

日本超音波医学会認定専門医 

内科医師 菰田 弘 平成 6 年 日本外科学会認定専門医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

 

3. 診療实績 

当院は一般の医療機関ですので大学病院のようにあらゆる機器がそろっていて消化器病領域

のあらゆる検査・処置が可能というわけにはいきませんが、上部・下部消化管内視鏡、腹部超

音波、CT、MRI、血管造影装置といった基本的な機器はそろっており、基本的な手技は十分

に会得できると思います。超音波内視鏡は症例数が尐なく、また ESD は外科医が担当してい

ますが、肝、胆、膵を中心に以下のような診療を行っています。消化管出血や急性閉塞性胆管

炎など腹部の救急疾患にも、スタッフのオンコール制を敷いて随時対応しています。 

1) 上部消化管内視鏡 
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食道・胃・十二指腸スクリーニング 

出血性潰瘍に対する内視鏡的止血術 

食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療（EVL、EIS） 

内視鏡的ポリープ切除・EMR 

内視鏡的胃ろう造設術 

2) 下部消化管内視鏡 

全大腸スクリーニング 

内視鏡的ポリープ切除・EMR 

3) 胆道系の内視鏡 

ERCP 

EPT、EPBD、ENBD 

結石除去 

閉塞性黄疸に対するステント留置 

4) 腹部超音波 

肝・胆・膵・腎のスクリーニング 

肝腫瘍に対するソナゾイド造影超音波検査 

超音波を用いた観血的検査・治療 

(1) PTCD、PTGBD、膿瘍穿刺・ドレナージ 

(2) 肝生検、肝腫瘍生検 

(3) 肝癌に対する治療：ラジオ波焼灼術（RFA）、エタノール注入療法（PEI） 

5) レントゲン部門 

上部・下部消化管造影検査 

CT、MRI（単純＋造影） 

腹部血管造影検査 

インターベンション治療 ： 肝動脈塞栓術、B-RTO、TIPS 

 

4. 初期研修プログラム 

当院消化器科の初期研修では、腹部超音波検査や消化器内視鏡検査など消化器診療の基本的手

技を身につけ、将来消化器病学における幅広い知識と技能を有し質の高い医療が实践できる専

門医となっていけるように、その土台作りをサポートしたいと考えています。 

1) 入院患者の診療を通していろいろな消化器疾患の病態生理とその治療法について知識を

深めていく。 

はじめの 1 ヶ月間は主治医であるスタッフの指導の下で、受け持った入院患者の診療を通

しその疾患に対してどう対応していくべきかを習得します。その後は 6 ヶ月目まで受け持

ち患者の診療計画について主治医と相談しながら自らマネージメントしていけるように

訓練を積みます。 

6 ヶ月を経過したら以後は、受け持ち患者の診療について自分でまず検査、治療の計画を

立案し、その後主治医であるスタッフの助言を受けつつ診療にあたることを目標とします。 

2) 消化器病診療の基本的手技の習得 

どの診療手技も常勤スタッフの見学から開始しますが、实際に体験しなければ習得できる

ものではないので、当院消化器科では研修医でも常勤スタッフの指導のもとでその時点で

の技量に応じて積極的にトレーニングを行い身に着けてもらうのを方針としております。 

(1) 腹部超音波を使用した手技 



37 

 

最初は常勤スタッフの検査を見学し、基本的な操作法を勉強します。 

その後は通常のスクリーニング検査について、实際に自分で操作しながら操作法につ

いて理解を深めていきます。3 ヶ月終了までには１人の患者の通常のスクリーニング

検査がひととおりできるようになることを目標とします。 

4 ヶ月目以降は造影超音波検査とともに超音波ガイド下の穿刺手技も徐々に行ってい

きます。肝生検から始まって 6 ヶ月目までには肝腫瘍生検の習得も目指します。 

7 ヶ月以上研修する方には、肝膿瘍穿刺、PTCD、PTGBD のトレーニングも行ってい

ただき、技量が十分と判断されれば RFA や PEI への挑戦も可能です。 

(2) 内視鏡を使用した手技 

最初は常勤スタッフの検査を見学し、基本的な操作法を勉強します。また洗浄・消毒

法についても習得します。 

① 上部消化管内視鏡 

上部消化管スクリーニングについて、まず常勤スタッフの検査終了後引き抜き操作

を行いながら实際の内視鏡操作法を習得します。2 ヶ月目より常勤スタッフが食道

へ挿入後引き継ぎ、スタッフの指導のもと食道・胃・十二指腸の観察法を習得しま

す。3 ヶ月目より自分で食道へ挿入するトレーニングを始め、4 ヶ月目以降は 1 人

で挿入から観察、記録まで行えるようにします。 また 4 ヶ月目より ERCP での

十二指腸乳頭からのカニュレーションのトレーニングを開始し習得を目指します。

7 ヶ月以上研修する方には、ERCP の技量が十分と判断されれば EPT、結石除去、

ステント留置のトレーニングを開始し習得を目指します。さらに消化管出血に対す

る止血術も 4 ヶ月目よりトレーニングを開始し、6 ヶ月目までには 1 人で实施でき

るようにすることを目標にします。7 ヶ月以上研修する方には、上部消化管内視鏡

操作の技量が十分と判断されれば EVL、EIS にも挑戦が可能です。 

② 大腸内視鏡 

大腸スクリーニングについて、3 ヶ月目までは見学のみですが、4 ヶ月目よりまず

常勤スタッフが盲腸まで挿入後の引き抜き操作と観察をスタッフの指導のもと開

始します。5 ヶ月目より挿入のトレーニングを開始し、1 人で盲腸までの挿入、引

き抜き時の観察と記録が行えることを目標に修練を積みます。7 ヶ月以上研修する

方は、大腸内視鏡操作の技量が十分と判断されればポリペクトミー、EMR のトレ

ーニングを開始し習得を目指します。 

(3) 放射線を使用した手技 

最初は常勤スタッフの検査を見学し、基本的な手技を勉強します。 

その後 2 ヶ月目から上部消化管造影検査、注腸検査を常勤スタッフの指導の下でトレ

ーニングして習得していきます。4 ヶ月目以後は 1 人で検査ができることを目標にし

ます。 

血管造影は 2 ヶ月目から常勤スタッフの助手として検査に加わりカテーテル操作法な

どを勉強します。3 ヶ月目からは術者として实際にカテーテルの操作をトレーニング

しながら習得していきます。7 か月以上研修する方は、カテーテル操作の技量が十分

と判断されればマイクロカテーテルによる選択的な TAE やコイルによる塞栓術のト

レーニングを開始し習得を目指します。 

 

消化器科初期研修コース 1 

（1 か月コース） 
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病棟診療 

・ 担当医として入院患者を受け持つ。 

・ 主治医であるスタッフの指示を受けて診療にあたる。 

超音波を使用する手技 

・ 前半はスクリーニング検査を見学する。 

・ 後半から常勤スタッフの指導のもとでスクリーニング検査のトレーニングを行う。 

内視鏡を使用する手技 

・前半は上部消化管スクリーニング検査を見学する。 

・洗浄、消毒法を習得。 

・後半は引き抜き操作で機器の操作法をトレーニングする。 

放射線を使用する手技 

・上部消化管造影検査、注腸検査は前半は見学し、後半から实際に検査を行う。 

・腹部血管造影検査、TAE を見学する。 

 

（2－3 か月コース） 

病棟診療 

・担当医として入院患者を受け持つ。 

・主治医であるスタッフの指導を受けながら診療計画を立てていく。 

超音波を使用する手技 

・ 1 人でスクリーニング検査を行い、終了後常勤スタッフのチェックを受ける。 

内視鏡を使用する手技 

・2 ヶ月目は常勤スタッフが食道に挿入後引き継いで食道、胃、十二指腸の観察を行う。 

・3 ヶ月目は食道への挿入のトレーニングを行う。 

放射線を使用する手技 

・ 上部消化管造影検査、注腸検査を１人で行い記録する。 

・ 2 ヶ月目は腹部血管造影検査、TAE の検査助手として立ち会いながらカテーテル操作を勉強す

る。 

・ 3 ヶ月目は術者として实際にカテーテルの操作をトレーニングする。 

 

（4－6 か月コース） 

病棟診療 

・担当医として入院患者を受け持つ。 

・主治医であるスタッフの指導を受けながら診療計画を立てていく。 

超音波を使用する手技 

・1 人でスクリーニング検査を行い、終了後常勤スタッフのチェックを受ける。 

・造影超音波検査のトレーニングを開始し習得をめざす。 

・肝生検、肝腫瘍生検のトレーニングを開始し習得をめざす。 

内視鏡を使用する手技 

・上部消化管スクリーニングは１人で挿入、観察、記録を行う。 

・消化管出血に対する内視鏡的止血術のトレーニングも開始し習得を目指す。 

・ERCP は十二指腸乳頭へのカニュレーションのトレーニングを開始する。 

・大腸スクリーニングについては、４ヶ月目は引き抜き操作、５ヶ月目より挿入から引き 

 抜き時観察、記録までのトレーニングを行う。 
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放射線を使用する手技 

・上部消化管造影検査、注腸検査を１人で行い記録する。 

・腹部血管造影は、術者としてカテーテルの操作を行う。 

 

消化器科初期研修コース２ 

（7－11 か月コース） 

病棟診療 

・担当医として入院患者を受け持つ。 

・主治医であるスタッフの助言を受けつつ１人で診療計画を立て診療を行う。 

超音波を使用する手技 

・1 人でスクリーニング検査を行い、終了後常勤スタッフのチェックを受ける。 

・肝生検、肝腫瘍生検の他肝膿瘍穿刺、PTCD、PTGBD、RFA、PEI のトレーニングも開始し

習得を目指す。 

内視鏡を使用する手技 

・上部消化管スクリーニングは１人で挿入、観察、記録を行う。 

・ERCP はメインの術者として検査を行えるよう引き続きトレーニングを重ねる。 

・EPT、結石除去、ステント留置のトレーニングを開始し習得を目指す。 

・ポリペクトミー、EMR のトレーニングを開始し習得を目指す。 

・食道静脈瘤に対する EVL、EIS のトレーニングを開始し習得を目指す。 

放射線を使用する手技 

・上部消化管造影検査、注腸検査を１人で行い記録する。 

・腹部血管造影は、術者としてカテーテルの操作を行う。 

・マイクロカテーテルによる選択的な TAE やコイルによる塞栓術のトレーニングを開始し習得

を目指す。 

 

 

循環器内科 

 

1. 概要 

循環器内科の扱う疾患は、狭心症、急性心筋梗塞症等の虚血性心疾患が最も多く、その他、

急性心不全、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、先天性心疾患等の心疾患や末梢血管疾患、急性大

動脈解離や肺塞栓症等の診断、治療にも対応している。 

循環器疾患は急性冠症候群、急性心不全等救急患者の対応や緊急処置を行うことが多いこと

も特徴であり、虚血性心疾患に対する冠動脈インターベンションや、ペースメーカー治療には

重点をおいている。 

 

2. 研修の受け入れ可能期間   

1－11 ヶ月間のうち、1 ヶ月から最長 11 ヶ月まで可。（最低 2 ヶ月以上が望ましい） 

 

3. 研修の人数 

原則 1 期間 1 名、研修期間が年度の後半の場合は 2 名まで可。 

 

4. 研修の到達目標 
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＜期間：2 ヶ月の場合＞ 

指導医の下、以下の如く、循環器疾患診療に最低限必要とされる知識と技術の習得を図ること

を目標とする。 

① 循環器疾患の特徴的な症状や病歴や聴診等の身体所見の取り方を習得する。 

② 循環器疾患の病態を把握しそれに基づいた論理的な診断、治療をおこなう習慣を身につけ

る。 

③ 救急や急激な病態の変化に際しての診断と治療、及び患者、家族への対応の仕方等を学ぶ。 

④ 心電図の記録と判読、胸部レントゲン写真の読影、心エコー検査の施行と読影を行う。ま

た、運動負荷試験、心臓 RI 検査の实施と読影、心血管 CT、MRI 等を読影し理解する。 

⑤ 心臓カテーテル検査の適応、結果を理解する。 

⑥ 循環器系薬剤の使用法を学習する。 

 

＜期間：6 ヶ月の場合＞ 

指導医の下、上記の目標につき更なる習熟を図る。 

① 各循環器疾患の病態を把握し治療計画を立てられるよう研鑽する。また、救急や急激な病

態の変化に際しての診断と治療、及び患者、家族への対応を行う。 

② 心エコー検査、運動負荷試験、心臓 RI 検査、心血管 CT、MRI 等につき症例数を重ね診

断精度を向上させる。特に心エコー検査に重点をおき研鑽する。 

③ 心臓カテーテル検査での手技は、右心カテーテル；スワンガンツカテーテルや、動脈穿刺

を施行する。 

 

 

＜期間：11 ヶ月の場合＞ 

指導医の下、循環器疾患の診断、治療を行う。救急患者や急激な病態の変化に際しての診断と

治療、及び患者、家族への対応を行う。一般的な症例での心エコー診断が出来るようになるこ

とを目標とする。心臓カテーテル検査での手技は、冠動脈造影、左室造影が出来るようになる。

また、体外式一時的ペースメーカー挿入が出来るようになることを目標とする。 

  

尚、いずれの期間においても、担当患者の心臓カテーテル検査、治療、及びペースメーカー移

植術には助手等で参加するものとする。 

 

5. 週間スケジュール 

  月曜日  午前 回診、心臓 RI 午後 心カテ、ペースメーカー手術 

  火曜日  午前 回診 午後 心カテ、心エコー、トレッドミル 

      ペースメーカー外来（隔週） 

      カンファレンス 

水曜日  午前 回診、心カテ 午後 心カテ 

  木曜日  午前 回診、心エコー 午後 

金曜日  午前 回診、心エコー 午後 心エコー 

                          ＊心カテ：PCI、CAG、EPS 

 

6. 診療科の指導体制  

常勤医数：3 名 
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月曜日～金曜日は朝カンファレンスを行い、全症例の日々の治療方針を決定し、その後全員

で回診する。 

当科の主たる研修指導医の氏名： 

高見 徹（日本内科学会認定内科医・指導医、日本循環器学会認定専門医） 

中里 毅（日本内科学会認定総合内科専門医・指導医、日本循環器学会認定専門医） 

 

7. その他 

 循環器疾患は、救急や病状の急激な変化を来たし、日中のみならず、夜間においても緊急の

処置や、治療を要すことも多い。こういった機会を逃さず積極的に治療に参加して出来うる限

りその時々の治療を経験して学んで頂きたい。また、患者さんは、高齢の方も多く、循環器疾

患のみならず、他の疾患も合併していることも多い。当科研修中も、単に循環器病のみではな

く、基本となる内科医としての視点も常に持ち診療、研修にあたって頂きたい。 

 

8. 研修後の進路 

日本循環器学会認定教育施設のため、後期研修医として引き続き当院で研修し、日本内科学

会認定医、日本循環器学会認定専門医の取得をめざすことも可能です。 

 

 

精神科 

 

将来に精神科医になろうと思っている人、精神科医かその他の科に進むか迷っている人、その他

に進むつもりだが、精神科の経験をこの期間だからこそ積みたいと考えている人、では同じ期間

であっても違ってきますので、研修を開始前にそれぞれ個別にご相談したいと考えています。 

 

研修目標 

1. 精神科診察法を身につけ、精神症状や所見などが正確に把握できるようになる。 

当初は入院患者さんの副主治医となり、診察をして症状把握や所見が取れるようになる。リエ

ゾン診察に立ち会う。 

外来患者さんの予診をとるなど。 

2. 精神科特殊検査法を習得し、結果を解釈できるようになる。 

脳波、心理テストなど。 

3. 精神科治療法を決定し、实施できる。 

治療法の選択、薬物療法の实際、副作用の把握、効果判定の経験。 

当初は知ることから、2 ヶ月目からは治療を選択や薬物療法の薬の選択など指導医の下で、实

践してみる。 

4. 精神科チームの实践として、様々な医療スタッフと協調・協力し、的確に情報を亣換して問題

に対処できる。 

他業種参加のカンファレンスに参加。 

5. 具体的な精神疾患 

気分障害、統合失調症、不安性障害、身体表現性障害、解離性障害、認知症疾患、器質性精神

病、症状精神病、せん妄、アルコール関連障害、睡眠障害など。 

いろいろな疾患が経験可能であるが、特に将来精神科以外の科に進もうと考えている先生方に

は、精神科以外の科でも多く接することになると思われる気分障害、神経症圏内、認知症疾患、
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せん妄などを積極的に経験していただく。 

6. 緩和ケアチーム回診に参加 

7. 将来精神科医師を目指す先生方には、日本精神神経学会の研修病院に認定されており、将来専

門医資格取得に備えての症例経験を得る。精神保健指定医を目指しての症例を副主治医として

経験を積み、精神保健法の理解を進める。 

8. 精神科リハビリテーションに関しての研修は同じ国立病院機構病院である下総精神医療セン

ターに最低 1 週間にて研修（同センターでは希望すれば医療観察法病棟、薬物専門病棟や急性

期病棟の見学可能）いただきます。 

 

指導責任者 

海宝 美和子 昭和 57 年卒 精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医 

 

 

 

 

小児科 

 

1. 診療科の特色 

総合病院の小児科という環境の中で、プライマリケアに必要な幅広い知識、技術、態度を習得

することができる。 

2. 研修期間 

2～3 ヶ月 

3. 募集人員 

2 名 

4. 目標 

初期研修医(1 年目)の指導ができる。指導医のもとで小児急性疾患に対応可能。 

将来、医師として活動するための勉強方法の基礎を形成する。 

小児科の各分野症例を経験し自ら調べ判断し適切な対応が出来るようにする。 

5. 取得手技（小児科研修プログラム参照） 

6. 目標症例数等 

年間では約 200～300 例の入院症例の主治医となる。 

疾患は、各種急性感染症、アレルギー、神経、腎臓、消化器の各分野に及ぶ。 

週 1 回の新生児回診、外来、月 4 回の乳児健診を担当する。 

7. 診療科の指導体制 

診療科医師数 常勤 2 名 

診療科の指導にあたる医師 2 名 

主として指導にあたる医師 重田みどり 

8. 小児科研修プログラム（以下）参照 

 

千葉医療センター小児科：卒後臨床研修プログラム 

一般目標 

1. 患者である小児と保護者と相互に良好な関係をつくり、問診・診察・説明が出来る｡ 

2. 小児の年齢的特異性と疾患の関係を理解し医療行為が出来る｡ 
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3. 小児の症状・所見・検査結果を、適切に処理解釈し的確な問題点抽出を行う。 

4. 医師として小児科専門医と患者に関する論議が出来る｡ 

5. 比較的多く見られる小児救急疾患に対し的確な対応（その場の処置・再来受診の指示・他医に

対するコンサルト或いは紹介）が出来る。 

行動目標 

 以下は、問診・診察・検査・入院オーダー・手技・救急の各項目よりなっている。 

＜問診＞ 

1. 主として両親から子供が具体的にどのようなことで困っているかを具体的に聞き出す。問診で

小児の全身状態を把握する。 

2. 小児からも必要な情報を得る面接手法を身につける。 

3. 親から分娩歴・生育歴・既往歴を的確に聞き取る。 

4. 予防接種歴を正しくとり適切に対応（未接種の場合の指導等）（特に乳児健診・予防接腫は研

修項目に入っていない。研修で予防接腫の意義・時期等の 理解をふまえた問診は重要である） 

5. 家族歴の聴取ならびに家系図を書ける。 

以下の症候は必ず経験し、指導医に上申する事による評価を受ける。 

① 発熱 

② 痙攣 

③ 喘鳴を主訴（吸気・呼気、鼻・喉頭・胸部） 

④ 咳（dry/moist/spasmodic） 

⑤ 下痢、消化器症状（性状・嘔吐） 

⑥ 成長発育、発達の異常（発達の評価・成長曲線の記入） 

⑦ 皮膚の異常 

⑧ その他小児の症状として 

1)痛み 2)奇形 3)頭部・頚部腫瘤 4)貧血・紫斑 5)尿路症状 6)浮腫 

7)夜尿・行動異常等 を経験する事が望ましい。 

＜診察＞ 

1. 全体としての目標 

小児乳幼児に不安を与えずに診察に入る事が出来る。 

一見して重症度の判定が出来る。 

診察の優先順位をつけられる。 

気道感染症の一般診察が確实に出来る。 

年齢による差を理解する。 

2. 各論として 

新生児・乳児・幼児・小児・思春期の以下の理学所見を経験する。 

以下は診察項目の参考例である。2～3 カ月でこれらの項目をほぼまんべんなく経験するよう

自己努力する事が必要である。 

 

小児科の現症参考目標 

身体計測：身長（臥位 2 歳誕生日前日まで：歩行開始 12 月/走る 18 月） 

体重・頭囲・胸囲の測定ならびに評価。肢端長。下肢長。上節下節比。 

全身状態（正常/Critically ill)の把握が出来る。 

（原則として必要な所を優先に診察が出来る） 

大泉門（前頭骨・頭頂骨で囲まれる：触診の際の体位・状態ならびに計測法） 
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小泉門（どこか・臨床的意義） 

眼球結膜（黄疸・青色強膜）貧血の見方（やさしく反転：年齢差） 

口腔内（扁桃・発赤・歯及び caries）乳歯の萌出(時期）・永久歯 

リンパ節（頚部・鼠頚部/肘部・後頸部・頭部：年齢差） 

甲状腺（頚部伸展・峡部を目安(甲状軟骨と輪状軟骨の位置・飲み込み） 

努力性呼吸（呻吟＝呼気時の息だめ/陥没呼吸/鼻翼呼吸） 

聴診（吸気性喘鳴・呼気性喘鳴/呼気延長）/心雑音 

 1.深呼吸をさせる 2.咳そう前後の聴診（誘発咳嗽・乳幼児は輪状軟骨の下を押す） 

腹部（視診・触診：必ず下の方から行う・聴診・肝・脾） 

髄膜刺激徴候（項部硬直・straight leg raising test） 

皮膚（大理石紋様・turgor（高・低張状態）・浮腫・乾燥（アトピ−）・湿潤) 

皮疹の的確な視診と記述（川崎病・麻疹・突発性発疹等の区別） 

発達の評価。小児特有の反射。 

血圧測定 

奇形 

頭髪の生え際・耳介位置・翼状頚・目・鼻 

口腔（Cleft palate/高口蓋） 

手掌単一屈曲線・中手骨短縮（Knuckle dimple sign 第 4・5 指)・第 5 指短縮 

翼状頚・外反肘・停留睾丸・O 脚・Ｘ脚・Cafe-au-lait spots 

思春期の評価 

精巣容積（11 歳 6 ヶ月）・乳房発育（10 歳・Tanner 分類） 

Prader orchidometer 

原始反射等 

 

＜検査＞ 

血算・生化学・検尿等の基本検査は小児の正常値をふまえ解釈する事が出来るようにする。 

以下の点は必習である。また、緊急検査としての血算・ヘモグラム・血糖・ケトン体・血ガス・

電解質・検尿・グラム染色は自分で出来るようにする。 

1. 血算（貧血の定義：新生児多血症：生理的貧血：リンパ球優位の時期：新生児好中球増多） 

2. 生化学（成人と大きく正常値が異なるものを知る、小児の発達的側面を考え正常値を理解す

る：ALP、URIC ACID、Cre、Ca、P、Na、K、新生児黄疸） 

3. 動脈血ガス分析（小児正常値） 

4. 検尿 

5. 心電図（小児心電図を自分で撮り解釈する） 

6. Ｘ線（各年例における胸部Ｘ線写真） 

7. 腹部エコー 

 

＜入院オーダー＞ 

研修医自ら出せるようにする。 

食事 

点滴 

処方 

安静度 
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検査・Ｘ線 

保険医療上の病名入力ならびに伝票上のコスト徴収 

 

＜患者に対する手技・処置＞ 

 1～14 は必須である 

1. 乳児・新生児を含めた採血が出来る。 

2. 点滴挿入が出来る。 

3. 乳児の採尿パック装着が出来る。 

4. 胃洗浄 

5. 浣腸 

6. 腰椎穿刺 

7. 血ガス採血 

8. 皮下注 

9. 静注・輸血（病棟におけるル−ルならびにそのル−ルがどうして必要かを理解し行う。研修

医マニュアル参照） 

10. 挿管、蘇生処置、人工呼吸器（人形を使い PALS の練習をする） 

11. 心電図・バイタルモニターの対応 

12. マススクリーニング採血 

13. ツベルクリン反応 

14. 注腸・高圧浣腸 

 以下は 9 ヶ月以上の研修では必須、2～3 ヶ月研修で实習項目として入れるもの 

1. 骨髄穿刺 

2. 小児超音波検査 

3. IVP、膀胱造影 

 

＜小児の救急医療＞ 

原則 

・発熱・喘鳴あるいは喘息発作・痙攣・下痢嘔吐症等に関しては、 

1) 救急で処置・治療が不要で患者ならびに親に対する説明ですむもの 

2) 救急で処置・治療をすれば良いもの 

3) 後日の専門医受診を指示する事が必要なもの 

4) 至急他医とのコンサルトあるいは入院が必要であるもの 

1)～4)を判断出来るようにする事が目標である。 

・不明点のある場合は、患者の全身状態がよくとも後日の病院受診を指示する。 

各論 

1. 発熱を主訴とした場合 

① 年齢による差：新生児は緊急に full examination and therapy の対象乳児に対しては？ 

② 上気道炎症状の有無 

③ 全身状態の把握 

④ 抗生剤投与不要の判断 

2. 喘鳴を主訴とした場合 

① 年齢による差 

② 発熱の有無（a.b.をふまえ気管支喘息/細気管支炎/心不全症との鑑別） 
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③ 吸気性・呼気性の鑑別 

④ 反復性の有無 

⑤ 上記を踏まえ気管支喘息の診断と治療手順が出来る 

⑥ 細気管支炎あるいは喉頭炎が疑われる場合の適切なコンサルト 

3. 痙攣 

① 痙攣発作時の処置 

② 痙攣症例の緊急検査 

③ 1 歳未満の痙攣の対応・熱性痙攣以外の痙攣の処置・対応 

4. 下痢・嘔吐・腹痛 

① 腸重積を疑う場合の判断とその対応（現在,整復技術は小児科医で必須でない） 

② 外科へのコンサルトが必要な場合 

③ 脱水の評価 

④ 輸液療法の必要性・的確な輸液 

5. 分娩の立ち会い、新生児処置 

6. 蘇生 

7. 中毒・誤飲（タバコ、豆その他） 

 

以下の各項目に関しては、指導医と共に、月に１回達成状況を確認する 

 予定 

 回診：月～金 8:30～、15:30～ 

 症例検討：木 14：00 

 （隔週で症例をスライド提示する） 

 月 1 回抄読会 

 研修医論文フォルダ、ビデオ参照のこと。 

 小児科研修期間中は NEJM に毎週目を通し、回診時の話題にする。 

 

 

外 科 

 

将来、一般消化器外科（乳腺外科を含む）や心臓血管外科を希望する場合は 6 か月ないし 11 か

月コースを選択するのが望ましい。 

 

（3 か月コース） 

このコースを選択する諸君は、外科医になるかどうか迷っていたり、婦人科や泌尿器科などの外

科系に進みたいが外科のテクニックも学びたいと考えたり、あるいは消化器内科に進みたいが今

のうちに腹部外科も学んでおきたいなど様々であろう。目的がはっきりしているならば、是非と

も相談すること。将来外科医にならないとしても、それで対応を変えたりはしない。3 か月とい

う短い期間であっても、諸君の希望に添った研修を提供したい。 

通常業務の流れは 1 年目研修と同じである（一般・行動目標は 1 年目研修の項目を参照のこと）。

2 年目として以下のことが可能である（行動目標）。 

1. 希望により検査の見学、術者（上部消化管造影、注腸造影、上部消化管内視鏡、大腸内視鏡

など） 

2. 症例検討会のプレゼンテーションは必須（前もって指導医と画像を読影） 
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3. 中心静脈カテーテルの挿入の術者（但し指導医と共に行う。手技上の合併症や代謝上の問題

点、利点につき理解する） 

4. 術者として急性虫垂炎、鼠径ヘルニア、痔核は行ってもらう。状況に応じて、腸吻合、開腹

時の胆嚢摘出など 

5. 急性腹症患者の周術期管理を主体的に行う 

6. 食道癌手術や肝切除など重症患者管理（ICU 入室患者）を指導医と共に行う 

7. 栄養サポートチームや緩和ケアチームに参加し、チーム医療の重要性を学ぶ 

 

（6 か月コース） 

このコースは外科医になることを前提としているが、必ずしもそれに拘っているわけではない。

2 年目として以下のことが可能である（行動目標）。 

1. 希望により検査の見学、術者（上部消化管造影、注腸造影、上部消化管内視鏡、大腸内視鏡

など） 

2. 症例検討会のプレゼンテーションは必須（前もって指導医と画像を読影） 

3. 中心静脈カテーテルの挿入の術者（但し指導医と共に行う。手技上の合併症や代謝上の問題

点、利点につき理解する） 

4. 術者として急性虫垂炎、鼠径ヘルニア、痔核は必ず行ってもらう。この 3 つの手術について

はインフォームドコンセントもできるようにしなければならない 

5. 腸吻合、開腹時の胆嚢摘出術の術者も必須と考えている。研修が順調である者は、幽門側胃

切除や結腸切除も考慮する 

6. 急性腹症患者の術者および周術期管理（十二指腸潰瘍穿孔、大腸穿孔など） 

7. 食道癌手術や肝切除など重症患者管理（ICU 入室患者）を指導医と共に行う 

8. 栄養サポートチームや緩和ケアチームに参加し、チーム医療の重要性を学ぶ 

9. 心臓血管外科チームに加わる（期間は相談） 

10. 研究会、地方会などでの発表 

 

（11 か月コース） 

このコースは外科医になることを前提としている。それは現状では外科専門医を目指すことと同

意である。従って、そのためには幅広い分野で多くの症例を経験しなければならない。2 年目と

して以下のことが可能である（行動目標）。 

1. 希望により検査の見学、術者（上部消化管造影、注腸造影、上部消化管内視鏡、大腸内視鏡

など） 

2. 症例検討会のプレゼンテーションは必須（前もって指導医と画像を読影） 

3. 中心静脈カテーテルの挿入の術者（但し指導医と共に行う。手技上の合併症や代謝上の問題

点、利点につき理解する） 

4. 術者として急性虫垂炎、鼠径ヘルニア、痔核は必ず行ってもらう。この 3 つの手術について

はインフォームドコンセントもできるようにしなければならない 

5. 腸吻合、開腹時の胆嚢摘出術、乳房全摘の術者も必須と考えている。研修が順調である者は、

幽門側胃切除や結腸切除、腹腔鏡下胆嚢摘出術も考慮する 

6. 腹腔鏡補助下胃切除、大腸切除および胸腔鏡下ブラ切除はカメラマンのみ 

7. 急性腹症患者の術者および周術期管理（十二指腸潰瘍穿孔、大腸穿孔など） 

8. 食道癌手術や肝切除など重症患者管理（ICU 入室患者）を指導医と共に行う 

9. 栄養サポートチームや緩和ケアチームに参加し、チーム医療の重要性を学ぶ 
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10. 心臓血管外科チームに加わる（期間は相談） 

11. 研究会、地方会などでの発表 

12. 症例報告を論文化する(外科専門医になるためには必須) 

 

以上、3 つのコースを示したが、諸君らの希望に沿って柔軟に対応したい。当院には心臓血管外

科があり、また件数は多くはないが、胸腔鏡手術（気胸など）も行われている。従って、当院で

の研修のみで外科専門医の取得が可能であることは強調したい。 

 

 

乳腺外科 

 

【研修受け入れ可能期間】 

1~11 ヶ月で設定することが可能である。 

1〜2 ヶ月の研修期間を基準とする。4 週以下の短期間でも希望があれば対応する。 

 

【研修目標（GIO）】 

女性の癌罹患率第 1 位である乳癌を中心とした乳腺疾患の診断と治療を学ぶことを目標とする。

臨床医として必要な外科的知識、技能、態度を身につける。チーム医療の一員としての行動がで

きるようにする。 

 

【行動目標（SBO）】 

●研修期間１〜２ヶ月 

・ 患者と良好な人間関係を確率することができる 

・ 問診と病歴・家族歴の取り方を習得する 

・ 適切な診断法の理解と体得 

マンモグラフィ 

超音波診断 

CT 

MRI 

骨シンチグラフィ 

細胞診 

針生検 

吸引式組織生検 

リンフォシンチグラフィ 

・ 治療法を理解する（EBM、ガイドライン、取扱い規約） 

病期分類 

病理診断の理解（レポートの読み方） 

手術療法 

薬物療法（化学療法・内分泌療法・分指標的治療） 

放射線治療 

・ 外来診療の見学 

实際の診断までのプロセスを見学する 

癌告知や治療法の説明の場面に立ち会う 
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・ 手術に助手として参加する 

乳房切除術 

乳房部分切除（乳房温存術） 

センチネルリンパ節生検 

腋窩リンパ節郭清術 

・ チーム医療の一員としての役割を理解する 

多職種カンファレンスへの参加 

リハビリテーションや緩和チームとの連携 

外来通院化学療法 

・ 一般外科の手技を習得 

糸結び 

縫合 

結紮・止血 

清潔不潔の概念と消毒法 

皮下注射 

切開 

術前術後管理 

 

● 3 ヶ月以上の研修の場合、上記に加え、より積極的な研修を目標とする。 

・ 指導医とともに原発性乳癌患者を受け持ち、診断や治療計画を立て、カンファレンスでプ

レゼンテーション出来る。術後においては退院計画を立てられる様になる 

・ マンモグラフィの読影が出来るようになる 

・ 超音波検査を指導医とともに施行する 

・ 再発患者の治療に携わり、治療法の立案ができるように知識を深める 

・ 他科へのコンサルトが出来る 

・ チーム医療の一員として積極的に行動する 

・ 乳房・腋窩の解剖を理解し、術者として乳房切除を行うことを目標とする 

・ 学会発表を行う 

 

【週間スケジュール】 

 

 午前 午後 

月 朝回診・外来 手術・通院治療室カンファレンス・夕回診 

火 朝回診・外来 外来・検査・乳腺外科カンファレンス・夕回診 

水 朝回診・手術 手術・病棟カンファレンス・夕回診 

木 朝回診・外来 外来・検査・夕回診 

金 朝回診・外来 外来・検査・夕回診 

 

 

【指導体制】 

日本乳癌学会の認定する乳腺専門医・指導医の資格を有する 2 名による指導体制で研修を行う。 
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【評価方法】 

・ 指導医による各到達度目標に対する評価 

・ 研修医本人による各到達度目標に対する評価 

 

 

整形外科 

 

＜整形外科研修の受け入れ可能期間＞ 

1～11 ヶ月間で設定することが可能である。 

（研修期間により修得できる技術が異なるが 3 ヶ月間以上が望ましい） 

 

＜診療科の特色＞ 

①救急外傷 ②脊椎外科疾患 ③関節外科疾患の 3 つの柱を中心とした整形外科の診断・手術・周

術期管理を修得することが可能である。特に整形外科では身体所見の診察法からレントゲン・

CT・MRI などの画像診断まで幅広い診療能力を修得することが重要である。 

現在、6 名の整形外科医師が勤務しており、うち 5 名の整形外科専門医が指導にあたっている。 

① 救急外傷 

当センターでは亣通外傷や災害外傷を中心に年間 4000 件以上の救急車を受け入れており、

うち約 400 件が整形外科の救急外傷である。  

救急外傷による骨折などの手術件数は年間約 250 例である。 

② 脊椎外科疾患 

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、脊髄腫瘍などに対する脊椎手術を年間約 80 例行っている。 

③ 関節外科疾患 

変形性関節症に対する人工関節置換手術や骨切り手術を年間約 100 例行っている。 

 

＜研修の人数＞ 

原則的に 1 期間 1 名とする。 

 

＜研修到達目標＞ 

研修期間ごとに到達すべき目標を示す。 

A ; 1～3 ヶ月間  A＋B ; 3～6 ヶ月間  A＋B＋C ; 6～11 ヶ月間 

①診療 

A) 救急医療において外傷の初期診断を行う。 

A) 外傷・骨折に伴う全身的、局所的症状・治療の基礎を理解する。 

A) 救急医療において外傷の基本的な処置を理解する。 

B) 関節疾患の関節可動域、筋力など基本的な診察をする。 

B) 神経学的観察によって脊髄神経症状の高位を診断する。 

B) レントゲン・CT・MRI の画像所見を指導医のもとに読影・診断する。 

C) 整形外科疾患に対する理学療法を指示する。 

C) 整形外科慢性疾患に対する自然経過と病態を理解する。 

②検査・処置 

A) 救急外傷に対する創傷処置 

A) 救急外傷にともなう骨折の整復 
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B) 骨折・捻挫に対するギプス固定 

B) 救急外傷にともなう脱臼の整復 

B) 骨折に対する直達牽引 

C) 脊髄造影・脊髄神経ブロック 

C) 関節穿刺注入 

③手術 

A) 手指の外来手術 

A) ワイヤー固定による小骨折手術 

B) プレート固定による四肢骨折手術 

B) 開放性骨折の手術 

C) 脊椎外科手術 

C) 関節外科手術 

 

＜整形外科医師紹介＞ 

 

大河昭彦 S62 年卒 整形外科医長、リハビリテーション科医長 

日本整形外科学会認定専門医 

専門分野；脊椎脊髄外科 

阿部 功 H 2 年卒 関節外科センター医長 

日本整形外科学会認定専門医 

専門分野；関節外科 

村上宏宇 H 5 年卒 整形外科医長 

日本整形外科学会認定専門医 

日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医 

専門分野；脊椎脊髄外科 

白井周史 H 9 年卒 整形外科医長 

日本整形外科学会認定専門医 

専門分野；関節外科 

佐久間詳浩 H15 年卒 整形外科医師 

日本整形外科学会認定専門医  

専門分野；脊椎脊髄外科 

縄田 健斗 H21 年卒 整形外科レジデント（後期研修医） 

 

＜整形外科週間予定＞ 

手術日は火・金曜日であるが、外傷（骨折など）が多いため手術日以外の日も手術を行なってい

る。研修医は原則すべての整形外科手術に参加する。 

救急外来は随時受け付けており、研修医は原則すべての整形外科救急患者の診察を行う。 

 

月曜日 午前 8:30～9:00 

9:00～ 

ミーティング 

病棟回診・包帯亣換・消毒 

午後 13:00～ 

 

脊髄造影・神経ブロック検査・関節造影検査 

臨時手術 
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17:00～ レントゲンカンファレンス 

火曜日 午前 8:30～ 予定手術 

午後 13:00～ 

17:00～ 

予定手術 

レントゲンカンファレンス・手術症例検討会 

水曜日 午前 8:30～9:00 

9:00～ 

ミーティング 

病棟回診・包帯亣換・消毒 

午後 13:00～ 

17:00～ 

臨時手術 

レントゲンカンファレンス 

木曜日 午前 8:30～9:00 

9:00～ 

ミーティング 

病棟回診・包帯亣換・消毒 

午後 13:00～ 

 

17:00～ 

脊髄造影・神経ブロック検査・関節造影検査 

臨時手術 

レントゲンカンファレンス 

金曜日 午前 8:30～ 予定手術 

午後 13:00～ 

17:00～ 

予定手術 

レントゲンカンファレンス 

 

 

形成外科  

 

I. 研修プログラムの目的及び特徴 

形成外科学は、身体全域の形態の再建を扱うため、これに必要な基礎的知識、診断学及び治

療技術について知るとともに、医師としての社会的責任及び役割を認識し、チーム医療に貢

献できる医師を育成する。 

 

この研修プログラムを实践することで、 

1. 形成外科の対象疾患を知ることができる。 

2. 形成外科で行う治療法を知ることができる。 

3. 皮膚及び創の取り扱い方に対する形成外科的基本概念を知ることができる。 

 

II. 募集定員 

1名 

 

III. 研修期間 

基本的に1ヶ月 それ以上は要相談 

 

IV. 研修内容と到達目標 

一般目標 

形成外科の対象疾患につき知る。 
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行動目標 

A. 経験すべき診察法・検査・手技 

(1) 基本的な診察法 

① 基本的な皮膚良性腫瘍の診断、顔面外傷の評価、褥瘡の評価 

② 顔面骨骨折のX-P、 CT読影 

(2) 基本的手技 

① 皮膚切開 

② 形成外科的皮膚縫合法 

③ 褥瘡のデブリードマン 

(3) 基本的治療法 

① 創傷処理 

② 術後創の処理 

③ 包帯法 

④ 皮膚縫合法 

(4) 医療記録 

B. 経験すべき症状・病態・疾患 

① 皮膚損傷・褥瘡 

② 顔面外傷 

③ 基本的な皮膚良性腫瘍 

 

V. 週間スケジュール 

曜日 午前 午後 

月曜日 病棟、局麻手術 局麻手術、病棟 

火曜日 病棟、外来 病棟、褥瘡回診（隔週） 

水曜日 全麻・腰麻手術 全麻・腰麻手術、病棟 

木曜日 外来 病棟 

金曜日 外来 病棟 

 

VI. 評価方法 

指導医により、各到達目標に対する評価が行われる。 

 

 

呼吸器外科 

 

1. 特色（一般目標） 

呼吸器疾患一般の基本的な知識、診断、検査、更に外科治療の対象となる呼吸器疾患（縦隔、

胸壁疾患を含む）の治療法、および手術と術前・術後の合併治療についてその理論と实技を習
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得する。将来いかなる専門分野に進む医師にとっても必要な呼吸器疾患に対する基本的能力を

習得することを目標とする。 

 

2. 研修受け入れ可能期間 

二年次 1－11 ヶ月 

 

3. 研修の人数 

原則 1 期間 1 名 

 

4. 研修到達目 

（行動目標）  

(1) 患者と良好な人間関係を確立することができる。 

(2) 問題解決に必要な情報を適切に収集し解析することができる。 

1) 望ましい面接技法や系統的問診法を用いて、患者から必要な身体的、心理的及び社会

的な情報を聞き出すことができる。 

2) 系統的診察および胸部診察により必要な身体的所見を得ることができる。 

3) 収集した情報および胸部画像情報の相互関係を考慮して解析することができる。 

(3) 問題解決のための診断治療計画を立案し、基本的検査、手技を实施さらに侵襲性の高いも

のに関しては適応の決定と結果の解釈ができる。 

(4) 患者情報を適切に要約し、回診、術前術後検討会などにおいて提示することができる。 

(5) 術前術後呼吸管理の問題点を理解し、術前術後患者の肺理学療法を实施、評価することが

できる。 

(6) 呼吸器外科疾患を鑑別し、必要に応じて専門医へのコンサルトを受けることができる。 

(7) 呼吸器外科領域の救急疾患を理解し、適切な応急処置と専門医への紹介ができる。  

 

（経験目標）  

(1) 経験した方がよい主要疾患 

原発性肺癌 

癌性胸膜炎・心膜炎 

肺尖部肺癌 

転移性肺腫瘍 

肺良性腫瘍 

気管・気管支異物 

胸部外傷 

中枢気道狭窄 

喀血 

縦隔腫瘍 

悪性縦隔胚細胞腫 

重症筋無力症 

気胸 

巨大肺嚢胞症 

慢性膿胸 

有瘻性膿胸 
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(2) 研修すべき主な診断・検査法 

動脈血ガス分析 

肺機能検査 

心電図 

気管支ファイバー検査および生検 

肺動脈造影 

気管支動脈造影 

胸腔穿刺 

胸腔鏡下生検 

(3) 研修すべき治療法 

術前呼吸訓練法 

術後肺理学療法 

人工呼吸管理 

気管支ファイバーによる気道内吸引洗浄 

胸腔ドレナージ 

気管切開術 

開胸・胸腔鏡下手術（術者） 

良性縦隔腫瘍 

自然気胸 

良性肺腫瘍 

転移性肺腫瘍 

良性胸壁腫瘍摘出術 

拡大胸腺摘出術 

 

（研修計画）  

週間スケジュール 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

午
前 

病棟業務 

手術 
手術 病棟業務 病棟業務 手術  

午
後 

新入院患者 

術前治療 

計画作成 

手術 

気管支鏡 

病棟業務 

カンファレ

ンス 
病棟業務 

手術 

気管支鏡 

病棟業務 

 

 

（指導体制） 

(1) 指導医 

斎藤幸雄 （呼吸器外科医長） 

(2) 指導体制の概要 

指導医の下で、病棟業務研修、手術研修(助手・術者)、術後管理研修などを行う。経験症

例中 1-2 例についてより深い知識を習得するために学会報告・論文作成を行う。 
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脳神経外科 

 

1. 診療科の特色 

脳神経外科認定医 3 名、専門医 1 名、研修医１名をふくめた 5 人体制（千葉大学脳神経外科

所属）。病床数は脳外科一般病棟 26 床、集中治療室 6 床、救急病棟 30 床を有する急性期病院

である。 

対象疾患は脳血管障害（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）、脳腫瘍、頭部外傷、けいれん、あ

らゆる意識障害、などなど脳神経外科全般を診療する。また当院の特色として千葉市の救急に

力を入れており、救急搬送患者は月平均 150 件（入院 50 人）を受け入れている。   

 

2. 研修の受け入れ可能期間と人数 

 1 ヶ月から 11 ヶ月まで自由選択可 原則同一期間中は 1 名 

 

3. 研修の到達目標 

第一線で広範囲の脳外科救急を経験することにより、プライマリケアの实力をつけ、将来脳外

科のない病院に勤務した場合も想定し、的確な判断、診断、初期治療ができることを目標とす

る。脳外科志望の医師に対しては最終治療まで出来る準備期間であるため、脳神経外科基本手

技を習得してもらう。 

具体的な希望研修期間ごとの目標は以下のとおりである。 

救急患者／入院患者の診察、検査、処置、治療、手術について、3 ヶ月までは指導医のもとで

習得、6 ヶ月までには指導医なしで診察、検査の判断が出来るように、その後 

11 ヶ月までは手術手技を含め一般脳神経外科医のレベルまでブラッシュアップします。 

 

1−3 ヶ月 

診察 1) 問診、全身の理学的診察 

2) 頭痛、めまい、四肢麻痺、失語症等患者の神経学的所見 

3) 指導医のもと、救急外来での状況に応じた診察 

4) 意識障害患者の鑑別診断 

検査 1) 救急患者に対して指導医の下で神経放射線学的検査の適応と診断 

頭部、頸椎、腰椎 X 線 CT,MRI 等(造影剤検査含む) 

2) 脳脊髄液検査の实施、所見診断 

 

処置 1) ライン（点滴、尿カテ、経鼻チューブ）確保 

2) 指導医のもとで救急外来での頭部顔面損傷処置  

3) 指導医のもとで腰椎穿刺 

4) 水分、電解質を含む全身管理 

5) 頭蓋内圧に関する理解と亢進症の治療 

手術 1) 穿頭術（慢性硬膜下血腫、脳室ドレナージ）助手 

2) 開頭、閉頭 助手 

 

4−6 ヶ月 

診察 5)救急外来での診察から検査の準備 
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検査 3) 脳血管撮影の介助ができる。 

処置 6) 気管切開術 

7) 救急外来での頭部顔面損傷処置 

8) 指導医のもとで気道確保、気管内挿管 

9) てんかん重積発作の治療 

10) 髄膜炎治療 

11) 尿崩症，低ナトリウム血症管理  

12) 脳血管れん縮の予防、管理 

13) 人口呼吸器管理 

14) リハビリテーション適応と評価 

15) 病理解剖の立ち会いや神経病理の基本 

16) 入院患者の診察と検査、治療計画 

手術 3) 穿頭術（慢性硬膜下血腫、脳室ドレナージ）術者 

4) 開頭、閉頭 術者 

5) 頭蓋形成術、助手 

6) 水頭症手術（脳室腹腔シャント）助手 

 

7−11 ヶ月  

診察 6) 救急の現場で一人で診察、検査から診断、初期治療ができる。 

7) 他診療科医師からのコンサルテーションを受けることができる。 

8) 患者やその家族に適切な説明をし，インフォームドコンセントがとれる。 

検査 4) 指導医の介助で脳血管撮影ができる。 

5) 下垂体の内分泌検査とその評価 

処置 17) 気道確保 気管内挿管 

18) 腰椎穿刺 腰椎ドレナージ 

手術 7) 水頭症手術（脳室腹腔シャント）術者 

8) 頭蓋形成術 術者 

9) 頭蓋内血腫（外傷、血管障害）助手、術者 

10) 脳腫瘍 助手 

11) 脳動脈瘤 助手 指導医のもとでマイクロ手術の経験 

 

4. 週間スケジュール 

月曜日 午前 回診 外来 

午後 リハビリカンファレンス 画像診断 週末入院ケースカンファレンス 

火曜日 午前 回診、外来 

午後 脳血管撮影 医薬品／医療機材勉強会、画像診断 

水曜日 午前 回診 外来 

午後 病棟勉強会、画像診断、術前ケースカンファレンス 

木曜日 午前 手術 

午後 手術 回診 画像診断 

金曜日 午前 回診、外来 

午後 脳血管撮影 画像診断 週間ケースカンファレンス 

      夜  親睦（？） 
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それ以外に救急患者対応、緊急検査、手術（むしろこちらが主になることが多い）随時 

 

5. その他 研修医へ 

1) 指導医とともに週 1 回の当直（副直）月１回の休日当直 

2) 希望により、県立こども病院、救急医療センター实習可能 

3) チーム医療というものを理解し，良識ある社会人として，他診療科医師やパラメディカル

等とのコミュニケーションを大切に、信頼関係を構築する。 

 

 

心臓血管外科 

 

1. 心臓血管外科の特色 

心臓大血管疾患から末梢血管、静脈疾患まで幅広く対応しています。特に慢性肺動脈血 栓塞

栓症の外科治療に積極的に取り組み、实績を上げてきた国内でも数尐ない施設の 1 つです。 

2. 施設認定等 

日本外科学会専門医制度修練施設 

日本胸部外科学会認定制度指定施設 

心臓血管外科専門医認定機構関連施設（千葉大学医学部附属病院） 

脈管学会認定研修指定施設 

腹部ステントグラフト实施施設 

3. 研修の受け入れ可能期間 

1～6 ヶ月間 

4. 研修の人数 

1 期間 1 名 

5. 研修の到達目標 

 【手術】 冠動脈バイパス術、弁置換術、腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術、ステントグ

ラフト内挿術、下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術・カテーテル治療下肢静脈瘤な

どの手術助手および術後管理。 

下肢静脈瘤手術は術者可。3 ヶ月以上研修の場合、末梢血管の簡単なバイパス手術

やインターベンションについても術者の経験可。 

 【検査】 下肢動脈造影、下肢静脈エコー検査の習得。 

      その他、外来・病棟での患者対応、診察、画像診断など。 

 

6. 週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 土 日 

AM 
回診 

手術 

回診 

 

回診(Angio､

ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ) 

(外来) 

回診 

手術 

回診 

(外来) 
(回診) (回診) 

PM 
手術 

回診 

回診 

(循内ｶﾝﾌｧ) 
回診 

(手術) 

回診 

病棟ｶﾝﾌｧ 

回診 

  

   ※（  ）は症例に応じて適宜です。毎週ではありません。 
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   ※空いた時間は、希望があれば外科の手術（助手、見学）や内視鏡検査等の研修も 

    可能です。 

 

7. 指導医 

指導は主に心臓血管外科医長の平野（平成 2 年卒）が担当します。 

院長の増田（昭和 50 年卒）も手術の指導にあたります。 

 

8. その他 

外科専門医を取得するためには、幅広い分野の手術経験が必要です。 

当科は外科と連携しており、当科の研修期間中であっても、状況に応じて外科の手術に入るこ

とが可能です。逆に外科を研修中の先生が当科の手術に入ることも歓迎します。 

融通がききますので、とにかく「外科系に進みたい」と考えている方は是非どうぞ。 

 

 

皮膚科 

 

【研修期間】 

 1～6 ヶ月（それ以上の場合は要相談） 

 

【受け入れ定員】 

 1 名 

 

【一般目標】 

他診療科においても皮膚疾患を目にする機会は多い。その中で、初期対応ができる能力と、皮

膚科専門医に依頼すべきであるかどうかを判断する能力を修得することを目標とし、皮膚科外

来における診察・検査、手術、病棟における重症患者の治療・処置、他科からの依頼患者の診

察などを通して、皮膚疾患全般の理解を深める。 

同時に、实際の診療に加わることで、医師として相応しい良識、態度、コミュニケーション技

能を修得する。 

 

【行動目標】 

〈研修期間が 1～3 ヶ月の場合〉 

1．正常な皮膚構造と機能を理解する 

2．一般皮膚科診療の基本：診察法、検査、手技を理解し修得する 

 良好な医師患者関係の構築 

 医療メンバーの一員として行動（チーム医療） 

 皮膚科的所見の取り方と発疹の記載方法 

 皮膚検査（真菌顕微鏡検査法、ダーモスコピー、皮膚生検法、パッチテスト等） 

 皮膚外科（局所麻酔下での手術、創傷処理を中心に） 

 全身療法と局所療法の理解と選択、診療計画・評価（ステロイドをはじめとする内服・外用

薬の適応と副作用を理解、創傷被覆材、軟膏等の種類と選択） 

 適切な文書記録 

3. 基本的な疾患を理解する 
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 皮膚炎、湿疹 

 蕁麻疹、痒疹、そう痒症 

 皮膚潰瘍、褥瘡、熱傷 

 薬剤による皮膚障害 

 血管、リンパ管の疾患 

 紅斑、紅斑症 

 角化異常症 

 水疱症 

 膠原病および類症 

 代謝異常症 

 軟部組織疾患 

 肉芽腫症 

 物理学的・化学的原因による皮膚障害 

 色素異常症 

 母斑と母斑症 

 皮膚腫瘍 

 ウイルス感染症 

 細菌感染症 

 真菌感染症 

 その他の感染症 

 性行為感染症 

 寄生虫・動物性皮膚症 

 付属器疾患 

 粘膜疾患 

4. 患者、家族への接遇態度および病気の適切な説明方法、インフォームド・コンセントについて

修得する。 

5. その他 

 病理組織検討会への参加 

 学会、研修会、講演会への参加 

 

〈研修期間が 4～6 ヶ月の場合〉 

上記内容を反復することで、理解を深める 

指導医の管理の下、一皮膚科医として診断から治療まで 1 人で行う 

皮膚外科；第 1 術者として治療にあたる 

学会発表 

 

【週間スケジュール】 

月曜日 午前 外来診療 

午後 中央手術、病棟回診・処置 

火曜日 午前 外来診療 

午後 褥瘡回診、病棟回診・処置 



61 

 

水曜日 午前 外来診療 

午後 外来手術、病棟回診・処置 

木曜日 午前 外来診療      大学病院にてカンファレンス 

午後 病棟回診・処置   に参加も有 

金曜日 午前 外来診療 

午後 外来手術、病棟回診・処置 

 

【評価】 

研修終了時に自己評価および指導医による評価を行う。 

 

 

泌尿器科 

 

1. 診療科の特色 

研修に十分な症例数があり、しかも疾患の偏りが尐なく、尿路生殖器すべての悪性腫瘍、尿路

結石、尿路感染症、など広範囲におよぶ症例が広く経験できる 

2. 研修受け入れ可能期間 

1 ヶ月以上（相談に応じる） 

3. 研修可能な人数 

1〜2 名が好ましい 

4. 研修の到達目標 

(ア)一般目標 

1.診療経験を通して泌尿器科疾患の理解を深める 

2.経尿道操作を用いた検査・処置に習熟する 

(イ)行動目標 

1.以下の疾患の術前・術後管理ができる 

①尿路生殖器の悪性腫瘍（特に膀胱癌、前立腺癌、腎癌、精巣癌） 

②前立腺肥大症 

③尿路結石症 

④尿路感染症 

2.以下の疾患の診断のための検査および治療計画がたてられる 

①血尿（尿路悪性腫瘍） 

②排尿障害（前立腺肥大症） 

③尿路結石症 

④尿路感染症 

3.泌尿器科救急疾患の診断と対応ができる 

①尿路結石症 

②尿路感染症 

③尿閉、腎後性腎不全 

④急性陰嚢症 

4.経尿道的操作による検査・処置ができる 
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①膀胱鏡 

②尿道カテーテル留置 

③金属カテーテルを用いた導尿・膀胱洗浄など 

5. 研修スケジュール 

(ア)期間内スケジュール 

研修期間ごとの目標を以下の表のように設定する 

A: 主に主治医（術者）として単独で实施 

B: 助手として实施、または指導医の介助のもとで主治医（術者）として实施 

C: 見学程度〜助手として实施 

 

实習項目 
研修期間 

   1〜2 ヶ月    3〜4 ヶ月 6   6 ヶ月以上 

1.   入院患者の術前・術後管理 

尿路・生殖器悪性腫瘍  B  B、A  A 

前立腺肥大症  B  B、A  A 

尿路結石症  B  A  A 

尿路感染症  B  A  A 

2.   外来における診断・治療計画 

血尿（尿路悪性腫瘍）  C、B  B、A  A 

排尿障害（前立腺肥大症）  C、B  B、A  A 

尿路結石症  B  A  A 

尿路感染症  B  A  A 

3  泌尿器科救急疾患 

 尿路結石症、尿路感染症  B  B、A  A 

 尿閉、腎後性腎不全  C、B  B、A  A 

 急性陰嚢症  C  B  B、A 

4.   経尿道的操作（男性患者） 

膀胱鏡、金属カテーテルの使用  C、B  B、A  A 

尿道カテーテル留置  B、A  A  A 

尿道カテーテル留置（困難例）  C、B  B、A  A 

 

(イ)週間スケジュール 

 AM PM 

  月 病棟、外来 検査、処置 

  火 病棟、外来 検査、処置 

  水 手術 手術 

  木 病棟、外来 検査、処置 

  金 手術 手術 

 

6. 指導医 

佐藤直秀（医長、日本泌尿器科学会指導医）、一色真造（医長、同指導医）、 

宮坂杏子（同専門医） 



63 

 

 

7. その他 

(ア)研修後の進路 

千葉大医学部泌尿器科の医局に入局し、千葉大の関連病院での研修を続けることができる 

(イ)研修医に望むこと 

泌尿器科疾患に興味をもち、手術手技の習得に意欲があること 

 

 

産婦人科 

 

【2 ヶ月コース】 

産科到達目標： 

1) 産科初診患者の問診をとることができる。 

2) 妊婦健診ができる（レオポルド法による外診や超音波 エコー検査で胎児推定体重の算出や羊

水指数の計測など基本的な産科計測ができる。） 

3) 正常分娩経過を知り、正常から逸脱している経過について、 助産師と検討して、指導医に報

告できる。 

4) 正常分娩後の第 1 度会陰裂傷について縫合修復できる。第 2 度以上の会陰裂傷については、

指導医のもとで自ら縫合修復あるいは指導医の介助を行える。 

5) 帝王切開手術の第 2 助手ができる。 

 

婦人科到達目標： 

1) 婦人科初診患者の問診をとることができる。 

2) 内診の基本的な手技を理解し、行うことができる。 

3) 経腟超音波エコー、CT、MRI などの基本的な婦人科臓器や婦人科疾患の画像を理解し、説

明することができる。 

4) 開腹手術の第 2 助手の役割を行う。 

5) 経腟手術の第 2 あるいは第 1 助手の役割を行う。 

 

研修内容 

分娩経過観察および分娩介助：目標症例数 20 例以上としているが、夜間、休日を on call とする

ことで 2 ヶ月間で例外なく達成されている。症例はすべて指導医のもとで日々のカルテ記載のほ

かに、カルテサマリーの記載まで行う。 

産科および婦人科手術参加：約 50 例の産科・婦人科手術（緊急手術も含む）を経験するが、手

術だけでなく、入院から術前検査、手術、術後管理、退院までの流れを理解し、必要な指示をク

リティカルパスを利用して出す。 

産婦人科の基本的な診察手技：内診、腟鏡診、経腟超音波などを入院患者の術前、術後あるいは

退院診察の際に指導医のもとで行う。 

  外来診療研修：新患の病歴聴取および診察を指導医とともに行う。 

         妊婦検診を指導医のもとで行う。 

  症例検討会：毎週月曜日外来診療終了後 

  勉 強 会：指導医のレクチャー、外部の研究会参加、研修医による症例報告 
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《週間予定》 

           午前                午後          

   月   病棟回診・入院患者診察      外来診療研修  症例検討会 

   火   病棟回診・手術参加        手術参加 

   水   病棟回診・入院患者診察      外来診療研修 

   木   病棟回診・入院患者診察      手術参加 

   金   病棟回診・入院患者診察      外来診療研修  勉強会 

 

 

 

【5 ヶ月コース】 

1 週間の流れは 2 ヶ月コースと基本的には同じであるが、より症例経験を重ねることで 

2 ヶ月コースの到達目標を確实にし、さらに以下のことを目標とする。 

産科到達目標：1) 分娩経過中に内診所見をとる。子宮口開大度や児頭下降度を診断できる。 

         2) 帝王切開の第１助手ができる。 

婦人科到達目標：1) 付属器切除術の執刀医ができる。 

        2) 良性疾患手術の第 1 助手ができる。 

        3) 問診、内診、経腟超音波検査などで、婦人科急性腹症（子宮外妊娠、卵巣出

血、卵巣嚢腫茎捻転の鑑別診断ができる。 

 

【10 ヶ月コース】 

産科到達目標：1) 分娩経過中に内診所見をとる。児頭の回旋を診断できる。 

         2) 指導医のもとで会陰切開を行い、縫合修復ができる。第 2 度会陰裂傷縫合が

できる。 

          3) 帝王切開の執刀医ができる。 

婦人科到達目標：1) 婦人科外来にて子宮頸部細胞診、消息子診、子宮内膜細胞診検査およびダグ

ラス窩穿刺が行える。 

 2) 子宮内膜掻爬術を執刀できる。 

 3) 婦人科急性腹症（子宮外妊娠、卵巣出血、卵巣嚢腫茎捻転）の鑑別診断がで

き、手術の執刀をすることができる。 

 4) 良性疾患の単純子宮全摘出術を指導医のもとで行うことができる。 

10 ヶ月コースでは特に上記の基本的な到達目標以上のあるいは以外の幅広い研修も可能である

と考える。 

 

 

眼 科 

 

期間 11 ヶ月以内 

（一般目標） 

1) 眼科に求められる基本的臨床能力（知識、技能、態度、判断力）を身につける  

2) 救急眼科疾患に対する臨床能力を身につける  

3) 眼科疾患と全身疾患との関連を知識として身につける  

4) 失明患者に対する対応を身につける  
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5) 眼科手術について基本的知識、治療方針を身につける  

6) 眼科主要疾患について基本的知識、治療方針を身につける  

7) 眼科点眼薬について基本的知識、点眼技能を身につける  

 

（行動目標） 

A. 経験すべき診察法、検査、手技  

(1) 基本的診察法  

視診、触診、神経眼科的検査（瞳孔反応、眼球運動、対座視野）、斜視検査  

(2) 基本的臨床検査  

細隙灯顕微鏡検査、眼底検査、眼圧検査、隅角検査、視力、屈折検査、 

視野検査（動的視野、静的視野） 

(3) 基本的手技  

眼瞼反転、洗眼、眼科における消毒、眼科における包亣、点眼、軟膏塗布  

(4) 基本的診断  

屈折異常、角結膜障害、前房内炎症、中間透光体の混濁、眼底異常、視野異常、眼球運動

障害  

B. 経験すべき症状、病態、疾患  

(1) 症状  

視力障害、視野障害、飛蚊症、結膜充血、眼痛、複視、眼脂、流涙  

(2) 疾患、病態  

白内障、緑内障、網膜剥離、糖尿病網膜症、網膜中心静脈閉塞症、眼外傷、異物、眼瞼裂

傷、緑内障発作、網膜中心動脈閉塞症、ぶどう膜炎  

C. 医療現場の経験  

救急医療 眼科救急外来  

 

（評価）  

指導医・本人による到達目標に対する評価を行う 

 

（週間スケジュール） 

病棟回診（毎朝午前 8 時半）  

外来患者診察（月､火､水､金 午前 10 時から 12 時） 

手術見学、執刀助手（月､火､水：午後 1 時から 5 時、木：午前 10 時から午後 5 時） 

全体カンファレンス水曜午後 6 時半から 8 時 

 

 

頭頸部外科・耳鼻咽喉科 

 

1. 特色 

当院の耳鼻咽喉科においては頭頸部腫瘍の治療を中心とした診療を行っている。頭頸部癌に対

する機能と形態を保存する治療が現在当科の基本方針である。このために、癌の栄養血管を同

定しカテーテルを挿入した上で超選択的動注化学療法を併用する照射を行っている。また切除

術を余儀なく選択せざるをえない症例に対しては組織移植による機能と形態の再建を前提と

した手術を行っている。 
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当科では頭頸部外科医を目指す若手の医師に格好の研修を提供できると考える。もちろん、他

科を志す医師で耳鼻咽喉科疾患に対する経験を積みたいという方も歓迎する。 

2. 研修受け入れ可能期間 

1－11 ヶ月間 

3. 研修の人数 

原則 1 期間 1 名 

4. 研修到達目標 

1－3 ヶ月 

一般耳鼻咽喉科研修 

 （一般目標） 

1) 耳鼻咽喉科領域の疾患を経験し、理解する。 

2) 耳鼻咽喉科の基本的診断方法を習得する。 

3) 耳鼻咽喉科救急疾患に対する診断と治療を習得する。 

 （行動目標） 

1) 額帯鏡を用いた診察ができる。 

2) 内視鏡を用いた診察ができる。 

3) 超音波診断装置を用いた頸部診察ができる。 

4) 聴力検査法とその診断的意義を説明できる。 

5) めまい検査法とその診断的意義を説明できる。 

6) 鼻出血の部位を診断し、適切な止血法を選択できる。 

7) 頭頸部手術症例の術前、術後管理ができる。 

 

4－11 ヶ月 

頭頸部外科研修 

 （一般目標） 

1) 頭頸部腫瘍性疾患を経験し、理解する。 

2) 頭頸部腫瘍の基本的診断方法を習得する。 

3) 頭頸部腫瘍の治療方法を習得する。 

4) 頭頸部癌症例に対するチーム医療を経験し、理解する。 

 （行動目標） 

1) 頭頸部癌の進展度が評価できる 

2) 原発病巣やリンパ節から生検がとれる 

3) 各種画像診断所見を説明できる 

4) 治療法が選択できる 

5) 気管切開ができる 

6) 手術に参加し、術者の介助ができる 

7) 摘出標本の整理ができる 

8) 手術所見を説明できる 

9) 動注カテーテルを挿入すべき血管を選択できる 

10) 動注療法後の全身管理ができる 

11) 多職種参加の頭頸部癌カンファレスに参加し、発言できる 

12) 緩和治療に参加する 

13) 栄養管理法について理解する 
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5. 研修スケジュール、週間スケジュール 

       午前         午後           

   月   外来       外来、症例検討会 

   火   病棟       超音波検査 

   水   手術       手術、特殊外来 

   木   手術       手術、特殊外来 

   金   外来       外来、合同カンファレス 

 

6. 指導医 

渋谷真理子（日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、耳鼻科医長、緩和医療） 

鈴木 誉（日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、耳鼻科医長、頭頸部外科） 

 

7. 研修後の進路 

千葉大学耳鼻咽喉科に入局 

当院および国立病院機構での後期研修 

8. 研修医に望むこと 

耳鼻咽喉科医、頭頸部外科医に興味があれば、是非門をたたいてください。 

 

 

放射線科 

 

I. 一般目標 

一般臨床医としての総合的な診療能力を身につけるために、画像診断の有用性・効率性及び放

射線防御・管理の重要性を知り、各種画像診断に関する基礎的な知識・技能、基本的診断能力

を修得する。また放射線治療に関しては、その原理・適応について理解する。 

 

II. 行動目標 

1. 各種画像診断の实施・診断に必要な基礎的知識を身につけ、検査項目毎に以下の示した事項

について理解もしくは修得できる。 

 ①CT：基本的事項の理解 

   CT 解剖 

   造影剤投与の適応・方法及びその際の撮影方法 

 ②MR：原理における基本的理解 

   MRA、MRCP、組織微小循環を表現する拡散・灌流強調、 

 組織特異性造影剤の投与とそれを用いた診断 

 MR 室に入る際の注意事項 

 ③核医学（RI）： 

 基本的事項の理解 

 实際の RI 投与、 

 検査の流れ、画像の成り立ち、各臓器の適応・所見   

2. CT 検査、MR 検査、RI 検査については、指導医とともに読影報告書を作成できる。 

3. 適切な造影剤や RI 検査用薬剤などの投与ができ、投与が困難な場合や造影剤により患者が
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ショック状態を起こした場合などには、指導医とともに適切な対応ができる。 

4. 各種画像診断の有用性・効率性を理解し、不要な検査を省くことで、患者及び医療機関双方

の負担軽減、医療費削減への貢献を図ることができる。 

5. 放射線治療については、实際の診療の場を通じて、治療対象疾患を知り、治療の原理と实際

（照射方法、線量計算）、利点、有害事象について理解できる。 

6. 放射線被曝（自然、医療、職業）とその単位、影響、放射線防御の原則、法的規制等の放射

線防護・管理に関する基礎的知識を身につけ、实施できる。 

 

III. 方略 

1. 研修期間 

研修期間は 1 ヶ月～11 ヶ月である。 

Ⅱ－1、3、4、6 については、必須習得項目とし、 

Ⅱ－2、5 については 6 ヶ月を越える研修にて、必須とする。 

2. 研修方法 

① 各種画像診断については指導医・技師とともに検査を見学もしくは实施し、指導医の指導

のもとに読影を行う。 

② 放射線治療については、指導医・技師が行う实際の診療を見学する。 

③ 放射線防護・管理に関する知識の修得は、講義及び日常の検査、診療を通じて研修する。 

④ 画像診断、放射線治療に必要な解剖学、病理学に関する知識については、研修開始前及び

研修期間中に各自が自己研修する。 

 

 

麻酔科 

 

I. 対象 

初期臨床研修 2 年目 麻酔科研修プログラム 1 を終了した場合、さらに進んだ麻酔管理を経験

し、緊急・集中治療の場での呼吸・循環管理を行えるようにする。  

 

II. 一般目標(GIO) 

1. 合併症を持つ患者の病態を把握し、それに対する麻酔管理を計画できる。 

2. 手術術式や病態等を考慮の上、呼吸管理法を選択できる。 

3. 病態を理解した上での循環管理ができる。 

4. 各種麻酔法を経験し、周術期を見通した麻酔管理ができる。 

 

III. 行動目標(SBO) 

1. 吸入麻酔、静脈麻酔の特性を理解し、病態に応じて選択できる。  

2. 気道確保困難症例の対応を理解する。 

3. 指導医のもと硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔（脊椎麻酔）を实施できる。 

4. 手術術式や病態等を考慮の上、呼吸管理法を選択できる。 

5. 侵襲的循環モニターを設置し、その値により循環動態を把握し、必要な対処法を導ける。 

6. 術後疼痛管理を計画できる 

 

IV. 到達目標 
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1. 吸入麻酔の特性を理解し、全身麻酔を实施できる。 

2. 静脈麻酔による全身麻酔の特性を理解し、これによって全身麻酔を行える。 

3. 術前合併症により、起こりうる合併症の理解と対処法を理解する。 

4. 気道確保困難の評価ができ、困難気道管理のアルゴリズムを理解している 

5. エアウェイスコープ、トラキライト、気管支ファイバースコープなど喉頭鏡以外の気管挿

管用器具の使用法を理解する。 

6. 脊髄くも膜下麻酔（脊椎麻酔）に必要な解剖を理解している。 

7. 指導医のもと脊髄くも膜下穿刺を行い、薬剤を投与できる。 

8. 硬膜外穿刺の方法を理解し、指導医のもと硬膜外カテーテルを挿入でき、薬剤を投与でき

る。 

9. 呼吸モニターの波形や数値により病態を把握できる。 

10. 従圧式、従量式人工呼吸の利点・欠点が理解でき、設定ができる。 

11. A ライン（観血的動脈圧測定ライン）が指導医のもと確保できる。 

12. CVP ライン（中心静脈圧ライン）が確保できる。 

13. 経食道心エコーを实施できる 

14. 心血管作動薬のそれぞれの特性を理解し、病態に応じて使用できる。 

15. 持続硬膜外鎮痛法を理解し、計画できる。 

16. 鎮痛薬の持続静脈内投与法を理解する。 

 

V. 経験すべき基本的手技(経験優先順位順)・目標経験数（2 ヶ月間） 

気道確保 40 例  

用手的人工呼吸 40 例  

気管挿管 40 例  

静脈路確保 20 例  

胃管挿入 40 例 

観血的動脈圧測定ライン 5 例 

硬膜外カテーテル挿入 5 例 

 

 

病理診断科 

 

【診療科の特色】 

・ 基本的には病理診断学の修得を主目的とするが、その範囲としては生検・手術材料の病理組織

診断のみならず、病理解剖や迅速診断さらには細胞診なども学習することが可能である（婦人

科や呼吸器などの臨床科でも細胞診指導医の取得が望まれる場合もある）。また、CPC を通し

て１症例を総合的に学ぶことができる。 

・ 中央診療部のひとつである病理診断科はほぼ全臨床科に関する病理学的事項を研修すること

が可能である。すなわち、研修後の進路が決定している場合にはその科の症例を中心に学ぶこ

とが可能であり、また、1 年目に担当した症例を再検討することも可能である。 

・ また、長期間の研修を希望する者に対しては臨床病理学的な検討を中心とした研究を経験する

ことも可能である。 
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【研修の受け入れ可能期間】 

1－11 ヶ月  

 

【研修の人数】 

原則 1 期間 1 名 

 

【研修の到達目標およびスケジュール】 

（一般目標） 

・ 生検・手術材料・病理解剖材料および細胞診検体の取り扱い、診断業務を通じて病理業務の

流れを理解する 

・ 各症例の診断・治療における病理の役割・意義・重要性を理解する 

・ 病理診断科と臨床各科との連携の重要性を理解する 

 

（行動目標） 

A) 生検・手術材料の病理診断 

・ 生検・手術材料の切り出しから標本作製に至る過程を理解する 

・ 肉眼所見の記載・切り出しができる（肉眼写真の撮り方の修得） 

・ 病理組織標本の観察・診断・報告書の作成（顕微鏡の使い方および病理組織写真の撮り方

の修得）の基本を学ぶ 

B) 迅速診断 

・ 迅速診断の標本作製過程を理解する 

・ 迅速診断の意義、適応および診断の限界を理解する 

C) 病理解剖 

・ 病理解剖の意義を理解する 

・ 解剖の手技を理解する 

・ 剖検材料の観察・診断の基本を学ぶ 

D) その他 

・ 細胞診標本の観察の基本を学ぶ 

・ CPC へ参加する。症例の提示、準備を通じて臨床と病理の連携の重要性を理解する 

・ 余力があれば、病理学的な手法を用いた臨床的・基礎的な研究を行い、学会への参加・発

表を行う 

 

（期間別到達目標および研修スケジュール） 

A) 期間に関わらず行うこと 

・ 切り出しへの参加（毎日）（肉眼所見の習得目的） 

・ 細胞診検閲への参加 

・ 迅速診断への参加・見学 

・ 病理解剖への参加・見学（迅速診断・病理解剖がある場合にはそれを優先） 

B) 1～2 ヶ月間 

・ 第 1 週目：これまでの研修で担当した症例の病理標本の抽出 

・ 第 2 週目以降：抽出した標本の観察を通して、顕微鏡の見方、所見の取りかたを学ぶ余力

があれば興味症例を抽出し観察する 

C) 3～9 ヶ月間 
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・ 第 1 週目：これまでの研修で担当した症例の病理標本の抽出 

・ 第 2－1 ヶ月目：抽出した標本の観察 

・ 第 2 ヶ月目以降：興味症例の抽出し観察する 

・ 研修終了時よりも 3 ヶ月以上前の病理解剖において、解剖への参加とともに報告書作成ま

で担当し、主治医との相談のうえ、可能であれば CPC で報告する 

D) 10～11 ヶ月間 

・ 第 1 週目：これまでの研修で担当した症例の病理標本の抽出 

・ 第 2－1 ヶ月目：抽出した標本の観察 

・ 第 2 ヶ月目以降：興味症例の抽出し観察する（希望があればそれらに対して臨床病理学的

な検討を行いまとめる。病理学会・研究会への発表・参加も可能である） 

・ 研修終了時よりも 3 ヶ月以上前の病理解剖において解剖への参加とともに報告書作成を

担当し、主治医との相談のうえ、可能であれば CPC で報告する 

 

（週間スケジュール） 

AM10：30－11：30 手術・生検材料の切り出し（月－金） 

PM14：00－15：00 病理標本観察指導（月・火・木・金） 

それ以外の時間を各自、検鏡を行う 

迅速および病理解剖がある場合はそれを優先する 

剖検材料の切り出しは手術・生検材料の切り出し後に行う 

 

【指導医】 

 赤羽 久昌（臨床検査科長：日本病理学会認定病理専門医） 

 永井雄一郎（診断治療研究室長：日本病理学会認定病理専門医、日本臨床細胞学会 

 細胞診指導医） 

 

【その他】 

・ 病理医になることを目的とする研修医だけでなく、他の臨床科を目指す場合にも病理学的な知

識は重要である。その進路にあわせた研修を考慮しているので、進路に向けた研修を充实させ

る意味でも臨床病理を選択することは有意義と思われる。 

・ 病理医として臨床に携わるためには認定病理専門医の取得が必要となります。他の臨床と異な

り、研修終了後すぐに病理医としての就職はできません（専門医取得までには最低でも 4 年か

かります）。学会などへの入会とともに大学院などに修学する必要が出てきます。その際、千

葉大学を中心とした教室を紹介することになります。 
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国立病院機構千葉医療センター 医師臨床研修プログラム 

（千葉大学協力型） 

 

1. 研修プログラムの目標 

国立病院機構千葉医療センターの地域中核病院としての機能を活用し、将来の専門性にかかわ

らず、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基

本的な診療能力(態度、技能、知識)を身につける。また自由な発想を失うことなく、積極的か

つ責任を自覚できる人格を養成する。 

本研修プログラムは千葉大学研修プログラムとの連携のもと、国立病院機構千葉医療センター

の特徴を加味しながら研修目標の達成が企画されている。研修は、分担实施する内科、外科、

麻酔科、産婦人科、小児科、精神科、地域医療の各診療科ごとに以下のプログラムに沿って行

う。 

 

2. 行動目標  

医療人として必要なプライマリ・ケアに対する基本姿勢・態度を身につける。 

 

3. 研修方式と各年次、基幹型研修医に準じて行う 

１ 年 次 

前  期 後  期 

内 科 

（6 ヶ月） 

救 急（3 ヶ月） 

外 科（1 ヶ月） 

選択必修（2 ヶ月） 

救 急（3 ヶ月） 

外 科（1 ヶ月） 

選択必修（2 ヶ月） 

内 科 

（6 ヶ月） 

※選択必修科は小児科、産婦人科、精神科、外科、麻酔科より 1～2 科選択 

※基幹型プログラムと原則同じ 

※1 年次・千葉大学、2 年次・当院のプログラムでの募集は行っていない 

 


