
はじめに

　北里大学病院は、職員全員が医療の質の向上と安全な医療を目指して、臨床教育に全力で取り組んでい
ます。私たちは、開設以来「患者中心の医療」をテーマに掲げてきました。今では、その精神が職員一人
ひとりに根づいています。私たちは、さらに「共に創りだす医療」を合言葉に、患者と共に、仲間と共に、
社会と共に、求められる医療を考え、あるべき医療を創っていきます。
　高度で先進的な医療を実践しながら、地域医療を支える市民病院的役割も担っています。1,000 床を超え
る病床をもち、内科系・外科系を問わず多くの入院患者、外来患者の診療を行い、新生児から超高齢者まで
疾患構造も多岐にわたります。2014 年 5月には新大学病院が開院し、重点医療分野として、救命救急・災
害医療センター、集学的がん診療センター、周産母子成育医療センターを整備しました。また、2020 年 4月
から北里大学東病院は大学病院へ移転となり、精神科医療、リハビリテーション、終末期ケア、在宅医療な
ど新たな全人的医療を展開できる環境が一施設で整いました。その他、消化器センター、心臓血管センター、
呼吸器センター、脳血管センターなども再整備され、集学的に安全かつ高度なチーム医療を効率よく行える
環境が整っています。手術件数や各分野での治療成績など診療実績は国内でトップレベルを維持しています。
　厚生労働省の医師臨床研修ガイドラインに準じて研修プログラムを充実させ、研修医がきめの細かい指
導を受けられる体制と、医師としての資質向上のための全病院的指導体制を築いています。初期臨床研修
プログラム、および、就業規則に応じた勤務体制は、初期臨床研修医が基本的な医療知識や技術を無理な
く、無駄なく修得できるように配慮されています。臨床研修中の住環境を充実させるために 2013 年には
病院に隣接した居住性の良い宿舎（コンフォート北里）を確保しました。また、2017 年に自己研鑚のた
めのスペースや多数のコンテンツを持つ図書館を含む臨床教育研究棟（IPE 棟）を開設しました。個人の
机や休憩スペース、インターネット環境も充実し、研修環境もさらに向上しました。
　これらの研修医のための環境作りに加えて、北里大学病院で働く先輩医師たちは、後輩を育てることが
自分たちの最も重要な仕事の一つだと考え、情熱と愛情をもって、優しく、ときには厳しく研修医に接し
ています。

臨床研修センターの基本理念は、日本、世界に寄与する良医の育成です。この理念を果たすべく、目標を
立て実践し評価し、さらなる成長につなげます。

1　人として、人を理解する医師
　　 1）一社会人としての振舞い
　　 2）人間性を尊重できる
　　 3）高いコミュニケーション能力を持つ
　　 4）社会、公衆衛生を理解し、それに貢献できる
　　 5）正しい道徳感を持つ

2　プロフェッショナルな医師
　　 1）高い診断、治療技術を持つ
　　 2）生涯自らを高めることができる
　　 3）科学的探究心を持つ
　　 4）医療チームのリーダーとしての自覚を持つ
　　 5）高い倫理感を有する
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　本プログラムは北里大学病院を基幹型相当大学病院として実施する卒後臨床研修教育の手引として作成し
た「北里大学病院医師卒後臨床研修カリキュラム」である。
　各診療科の1年目・2年目の必修研修、選択研修カリキュラムの特徴、内容を加え詳細に明記した。
　また、2008年 4月の法人統合により、学校法人北里研究所が誕生し、北里研究所病院・北里大学メディカ
ルセンター2病院を加えた 3つの大学病院による臨床研修が可能とする研修を実施している。
　さらに、2020年より「たすき掛け方式コース」を新設した。相模原病院、平塚共済病院、大和市立病院、
沼津市立病院と連携し、大学病院での研修と市中病院での研修を同時に行うことが出来るようにした。

 1 ．病院の概要
　はじめに、基幹型相当大学病院である北里大学病院の概要について説明する。
　北里大学病院は 1971 年 7月に開院した後、地域的立地条件からくる社会的ニーズ等により入院・外来患
者数が大幅に増加した。地域住民から要求される医療ニーズが増加したことに加え、地域医療の核として
より高度な医療を効率的、集約的に提供することが必要となり、1986 年 4月、北里大学東病院を開院した。
　両病院はお互いの機能を補填しながら連携し、診療・教育・研究を実施してきたが、2020 年 4月に東病
院の機能を大学病院に移転・統合することとなった。現在、相模原市の人口は 70 万人を超え、北里大学病
院の医療圏には周辺の市町村を含めた150 万人の人口が含まれている。北里大学病院は高度先進医療を実施
する特定機能病院であり、同時に相模原市は市民病院を有しないことから、市民病院的な特徴も具備してい
る。病診・病病連携も進み、日々多くの急性疾患患者が受診、紹介されており、紹介率は 85％を超えている。
　北里大学病院の理念は、「患者中心の医療」｢共に創りだす医療 ｣である。許可病床数 1,135 床を有する
総合的病院であり、1993 年 12 月に特定機能病院として承認された。
　2014 年 5 月に開院した新病院では、地域における救命救急センター、災害拠点病院、総合周産期母子医
療センター、地域がん診療連携拠点病院としての機能をこれまで以上に発揮する為、救命救急・災害医療
センター、周産母子成育医療センター、集学的がん診療センターを設置し、地域の三次医療を担う超急性
期病院としての体制を整えた。最新の医療機器を多数導入し、最先端の医療を提供するべく、チーム医療
を中心とした医療提供体制を整備し、さらに大学病院として新しい時代を担う人材の育成を進めている。
《病床数》　許可病床数　1,135 床
《標榜科》　�内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、血液内科、リウマチ科、感染症内科、アレルギー科、消

化器内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、精神科、心療内科、皮膚科、放射線診断科、
放射線治療科、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、小児外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
心臓外科、血管外科、小児心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、美容外科、泌尿
器科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、眼科、小児科、産科、婦人科、麻酔科、救急科、臨床検査科、
病理診断科、リハビリテーション科、歯科の 42 科

 2 ．北里大学病院臨床研修プログラムの基本的研修理念と特徴
　医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日
常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度、技
能、知識）を身につけることを目的とする。
　北里大学病院臨床研修プログラムは以下の優れた特徴を有している。
（1）�急性期疾患を含めた患者数が多い。その結果、手術数、分娩数なども極めて多く、初期研修に欠か

せない様々な症例を経験することが可能である。
（2）�指導医の数が多い。従来から北里大学病院は研修医、病棟医（専門医研修体制で最終年度はチーフ

レジデント）を含め完全雇用の形態をとっている。その結果、病床数に比し指導医の数が多い。
（3）�卒後臨床研修体制が整っている。従来から北里大学病院の卒後臨床研修体制は整備され、研修医、

基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム
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病棟医は上位者より直接指導を受ける。研修医には給与や宿舎が用意されており、研修に専念でき
る体制にある。

（4）�高度の先進医療を提供している。2年間の初期研修のあと、専門医研修の体制も整備されており、
その後の進路に不安はない。

 3 ．臨床研修病院群
　北里大学病院を基幹型相当大学病院として、北里研究所病院、北里大学メディカルセンターを協力型相
当大学病院、この他に協力型臨床研修病院や、研修協力施設と共同して臨床研修を行なう臨床研修病院群
として、次の 2つのプログラムを設けた。
（1）基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム
（2）基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム（周産・成育コース）

 4 ．臨床研修方式
　北里大学病院の臨床研修プログラムは、北里大学病院を基幹型相当大学病院とし、北里研究所病院、北
里大学メディカルセンターを協力型相当大学病院として構成している。さらに、この他に協力型臨床研修
病院や複数の施設を臨床研修協力施設に加えて、充実した臨床研修が出来るように配慮されている。
　北里大学病院には、基本プログラムと周産・成育プログラムの 2つの研修プログラムがある。基本プロ
グラムには、2つのコースを設定している。いずれのプログラムも、研修開始前に予め選択した 2年次の
研修診療科を、1年次の 12 月の時点で組み替えてプログラムのリセットを可能にしている。これに伴い、
研修開始後のライフプランを反映した研修プログラムの変更が可能となり、柔軟なシステムとなっている。

　Ⅰ．基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム（基本プログラム）
　�　厚生労働省が定める 2年間で行う必修科の研修に加え、自由度が高い選択性のコースと 6ヵ月から 1
年間程度を期間とする他の協力型相当大学病院、協力型臨床研修病院との「たすき掛け方式」による研
修プログラムを想定した 2つのコースを設定している。選択制のコースでは、1年次に地域医療研修、
外来研修以外の必修科目の研修を行う。なお、1年次、2年次共に研修ローテーションの順序は、研修
医毎に個別に対応する。「たすき掛け方式コース」では、1年次の 4月から 1年間を他施設で研修する
コースと、1年次の 9月までは北里大学病院で必修科目の研修を行い、10 月より 6ヵ月から 1年の期間
を他施設で研修するコースがある。研修科は研修医ごとに個別に対応する。

　【選択自由度重視コース】
　�　研修内容の選択性の自由度が非常に高く、2年次の 8カ月は自らの希望にあわせ、自由にカスタマイ
ズできる点が特徴である。

　　 1．1カ月目～ 14 ヶ月目（研修 1年次～研修 2年次）
　　　　○�内科（26 週）、救急部門（13 週）、外科系（9週）、小児科（4週）、産婦人科（4週）、精神神

経科（4週）の必修科の研修を行う。
　　　　○�必修科における外科系 9週は次の①～③より 1科を選択、又は①～③より 1科を 5週と④⑤よ

り 1科を 4週を選択し外科の基本手技を習得する。
　　　　　①外科　②呼吸器外科　③心臓血管外科　④脳神経外科、⑤泌尿器科
　　 2．15 カ月目～ 24 ヶ月目（研修 2年次）
　　　　○�地域研修（5週）、外来研修（4週）、外科系研修（5週）、研修医の希望に基づく選択科（30 週）

を研修する。
　　　　○外科系で行う 5週の研修は、次の 13 科より 1科を選択する。
　　　　　�①外科、②呼吸器外科、③心臓血管外科、④脳神経外科、⑤整形外科、⑥形成外科・美容外科、

⑦泌尿器科、⑧耳鼻咽喉科・頭頸部外科、⑨眼科、⑩産科、⑪婦人科、⑫麻酔科、⑬救急科
　　　　○�地域医療の選択は、必修の 5週を含めて最大で 26 週までとする。なお、同一施設での研修は

9週を上限とする。
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　　（1）選択自由度重視コース
1　・　2　年　次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

内科　26 週
救急部門

13 週
（麻酔科：4 週）

外　科　系　9 週
小　児　科　4 週
産 婦 人 科　4 週
精神神経科　4 週

地
域
医
療
５
週

外
来
研
修
４
週

・外科系　5 週

・ 研修医の選択希望による 
診療科での研修　30 週

　【たすき掛け方式コース】
　�　北里大学病院での研修と協力型相当大学病院や協力型臨床研修病院での研修を組み合わせて研修を受
けることができるコースである。「たすき掛け方式コース」では、1年次の 4月から 1年間を他施設で
研修するコースと、1年次の 9月までは北里大学病院で必修科目の研修を行い、10 月より 6ヵ月から 1
年の期間を他施設で研修するコースがある。研修科をどこの施設で受けるかは研修医ごとに個別に対応
する。
　　 1．1カ月目～ 6カ月目（研修 1年次）
　　　　○ �4 月～ 9月の間に、必修科である内科（26 週）、救急部門（13 週）外科系（9週）、小児科（4週）、

産婦人科（4週）、精神神経科（4週）のうちその後の他施設での研修内容に合わせ選択した必
修科の研修を行う。

　　　　○他施設での研修に必修科を含め研修を行うことができる。
　　　　○�必修科における外科系 9週は次の①～③より 1科を選択、又は①～③より 1科を 5週と④⑤よ

り 1科を 4週を選択し外科の基本手技を習得する。
　　　　　①外科　②呼吸器外科　③心臓血管外科　④脳神経外科、⑤泌尿器科
　　 2．7カ月目～ 12 カ月目または 18 ヶ月目（研修 1年次～研修 2年次）
　　　　○10 月より、協力型相当大学病院や協力型臨床研修病院での研修を行う。
　　　　○�他施設での研修期間の間に、当初の 6ヶ月間で研修できなかった必修科を含め、研修医の希望

に準じて選択した診療科での研修を受ける。
　　　　○�地域研修（5週）、外来研修（4週）は、研修を受ける施設にて可能である場合は、その施設に

て実施する。
　　 3．13 カ月目または 19 ヶ月目～ 24 ヶ月目（研修 2年次）
　　　　○�地域研修（5週）、外来研修（4週）を含め、研修医の希望に基づき選択科（6カ月～ 12 カ月）

を研修する。
　　　　　※選択性で行う 6カ月～ 12 カ月の研修は、次の 32 科より選択する。
　　　　　　�消化器内科／内分泌代謝内科／循環器内科／脳神経内科／膠原病・感染内科／呼吸器内科／

腎臓内科／血液内科／精神神経科／皮膚科／放射線治療科／放射線診断科／外科／呼吸器外
科／心臓血管外科／脳神経外科／整形外科／形成外科・美容外科／耳鼻咽喉科・頭頸部外科
／眼科／泌尿器科／産科／婦人科／小児科／麻酔科／臨床検査部／病院病理部／救急科／総
合診療部／リハビリテーション科／地域医療／保健・医療行政

（2）たすき掛け方式コース
1　・　2　年　次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

内科　26 週
救急部門

13 週
（麻酔科：4 週）

外　科　系　9 週
小　児　科　4 週
産 婦 人 科　4 週
精神神経科　4 週

地
域
医
療
５
週

外
来
研
修
４
週

・外科系　5 週

・ 研修医の選択希望による 
診療科での研修　30 週

6ヵ月～ 1 年間　協力型臨床研修病院にて研修を行う。
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　Ⅱ．基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム（周産・成育コース）
　�　将来、産婦人科医、小児科医になることを希望する研修医を対象とする。より専門指向性の高い研修
を可能とする研修プログラムである。1年次、2年次共に研修ローテーションの順序は、個別に対応す
るので研修医毎に異なる。

　　 1．1カ月目～ 16 ヶ月目（研修 1年次～研修 2年次）
　　　　○�内科（26 週）、救急部門（13 週）、産婦人科（13 週）または小児科（13 週）、13 週を選択しな

い産婦人科または小児科（4週）、外科系（9週）、精神神経科（4週）の研修を行う。
　　　　○�必修科における外科系 9週は次の①～③より 1科を選択、又は①～③より 1科を 5週と④⑤よ

り 1科を 4週を選択し外科の基本手技を習得する。
　　　　　①外科　②呼吸器外科　③心臓血管外科　④脳神経外科、⑤泌尿器科
　　 2．17 カ月目～ 24 ヶ月目（研修 2年次）
　　　　○�地域医療（5週）、外来研修（4週）当院の周産母子成育医療センターに包括される診療科を中

心に研修医の希望に準じて選択した診療科での研修（26 週）を行う。
　　　　○選択希望診療科（26 週）は、次の 32 科より選択する。
　　　　　�消化器内科／内分泌代謝内科／循環器内科／脳神経内科／膠原病・感染内科／呼吸器内科／腎

臓内科／血液内科／精神神経科／皮膚科／放射線治療科／放射線診断科／外科／呼吸器外科／
心臓血管外科／脳神経外科／整形外科／形成外科・美容外科／耳鼻咽喉科・頭頸部外科／眼科
／泌尿器科／産科／婦人科／小児科／麻酔科／臨床検査部／病院病理部／救急科／総合診療部
／リハビリテーション科／地域医療／保健・医療行政

1　・　2　年　次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

内科　26 週
救急部門

13 週

産婦人科
または
小児科
13 週

外　科　系　9 週
精神神経科　4 週
産婦人科、または
小児科　　　4 週

地
域
医
療
５
週

外
来
研
修
４
週

当院の周産母子成育医療 
センターに包括される診
療科を中心に、研修医の
選択希望診療科での研修

26 週

 5 ．研修プログラムに関する基本事項
（1）�研修コースの決定
　��　�研修希望者は事前に臨床研修センターより示された期日内に選択するコース、研修診療科を決定し、

臨床研修センターに申し込む。
（2）�研修コースの変更
　��　�2年管理一貫コースを原則とするが、選択希望科の変更を希望する場合は所定の手続きを必要とする。
（3）�ローテイトの順番について
　��　�各コースにおける診療科のローテイトの順番は研修医の希望をもとに、診療科と臨床研修センター

の間で調整して決定する。
（4）�必修科のなかで、達成していない到達目標がある場合は、選択科で達成できるように対応する。

 6 ．研修受入れ定員
（1）基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム　　　　　　　　　　��　定員　41 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち、たすき掛け方式コース　5名）
（2）基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム（周産・成育コース）　　定員　��4�名

 7 ．研修医の採用基準
　医師臨床研修マッチング協議会が実施する、研修医マッチング参加するため、これに基づき研修医採用

試験（筆記及び面接）を行い、採用順位を決定する。
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 8 ．研修医の基本的姿勢・態度
　研修理念に基づいて、将来の専門性にかかわらず、日頃遭遇する疾患に適切に対応できるプライマリ・
ケアの基本的な診療能力を指導医のもとで身につけることにある。
　以下の基本的な研修医の姿勢・態度を修得するために、個々の診療科の特色に応じて研修を行う。何れ
の研修内容も指導医の指導のもとに行い、研修内容について記録し、評価を受ける。
（1）病歴を作成し、担当する患者の状態、診療内容を記録する。
（2）診断・治療に必要な検査計画、治療方針を作成する。
（3）診療に必要な検査手技、治療手技を実施、経験する。
（4）外科系診療科の研修では術前、術後の管理を含めた手術の機会が与えられる。
（5）�受け持ち患者が退院したときは退院時要約を作成する。退院時要約のコピーは経験症例として各自

が保管することが出来る。
（6）�担当患者が死亡した場合は剖検の依頼の仕方を経験すると共に、病理剖検に立ち会う。病理医へ患

者臨床経過書を作成し提出する。
（7）�各診療科が行う抄読会、臨床講義、セミナー、病理学単位が主催する�CPC には出席しなければなら

ない。担当症例がCPCの対象症例の場合、臨床経過等の資料を作成し報告する。
（8）身体の不調、個人的事情で研修、当直を休む場合は必ず報告しなければならない。

 9 ．プログラムの管理運営体制
　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムの総括的な管理・運営を行うため、基幹型相当大学病院、
協力型相当大学病院、協力型臨床研修病院、研修協力施設とで研修管理委員会を設置する。研修プログラ
ムの改定・改変のためプログラム委員会を設置する。プログラム委員会は、プログラムを北里大学病院研
修管理委員会（以下研修管理委員会）に提出し承認を得る。
　研修管理委員会を定期的に開催し、問題提示並びに解決を図る他、緊急に解決等を要する場合について
は適宜関係者を招集し解決を図る。

■臨床研修病院群
【基幹型相当大学病院】
　学校法人北里研究所　北里大学病院

【協力型相当大学病院】
　学校法人北里研究所　北里大学北里研究所病院（�内科、外科、麻酔科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、

耳鼻咽喉科、眼科）
　学校法人北里研究所　北里大学メディカルセンター（内科、外科、救命救急、小児科）

【協力型臨床研修病院】
　神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院（小児科、産婦人科）
　社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　海老名総合病院（小児科）
　社会医療法人　製鉄記念室蘭病院（地域医療）
　独立行政法人国立病院機構　相模原病院（内科、救急部門、外科、産婦人科、小児科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　��　（研修実施責任者　井上準人）
　独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野病院（産婦人科）
　新潟県厚生農業協同組合連合会　佐渡総合病院（地域医療）
　国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院�（内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科）�

（研修実施責任者　稲瀨直彦）
　大和市立病院（内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科）
　　　　　　��　（研修実施責任者　五十嵐俊久）
�
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　沼津市立病院（内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科）
　　　　　　��　（研修実施責任者　卜部憲和）
　医療法人興生会　相模台病院（小児科）（研修実施責任者　白井宏幸）

【研修協力施設】
　医療法人　石橋医院（地域医療）
　医療法人永光会　相模原クリニック（地域医療）
　医療法人啓友会　田中内科クリニック（地域医療）
　医療法人財団青渓会　駒木野病院（精神神経科）
　医療法人社団元気会　横浜病院（地域医療）
　医療法人社団光生会　さがみ循環器クリニック（地域医療）
　医療法人社団三育会　新宿ヒロクリニック（地域医療）
　医療法人社団秦和会　秦野病院（精神神経科）
　医療法人社団正史会　大和病院（精神神経科）
　医療法人社団聡生会　阪クリニック（地域医療）
　医療法人社団藤清会　大島医療センター（地域医療）
　医療法人社団朱鷺会　大内病院（地域医療）
　医療法人社団博奉会　相模ケ丘病院（精神神経科）
　医療法人社団福寿会　愛川北部病院（地域医療）
　医療法人社団　米元皮膚科医院（地域医療）
　医療法人鳥伝白川会　ドクターゴン診療所（地域医療）
　医療法人鳥伝白川会　ドクターゴン鎌倉診療所（地域医療）
　医療法人　的場内科クリニック（地域医療）
　沖縄県立八重山病院（地域医療）
　沖縄県立八重山病院附属西表西部診療所（地域医療）
　沖縄県立八重山病院附属大原診療所（地域医療）
　沖縄県立八重山病院附属小浜診療所（地域医療）
　沖縄県立八重山病院附属波照間診療所（地域医療）
　小値賀町国民健康保険診療所（地域医療）
　国民健康保険　平戸市民病院（地域医療）
　相模原市保健所（地域保健）
　相模原市立青野原診療所（地域医療）
　相模原市立千木良診療所（地域医療）
　相模原市立藤野診療所（地域医療）
　相模原赤十字病院（地域医療）
　社会福祉法人慈恵療育会　相模原療育園（地域医療）
　社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘記念病院（精神神経科）
　竹富町立竹富診療所（地域医療）
　特定医療法人沖縄徳洲会　与論徳洲会病院（地域医療）
　長崎県病院企業団　長崎県壱岐病院（地域医療）
　長崎県病院企業団　長崎県上対馬病院（地域医療）
　長崎県病院企業団　長崎県五島中央病院附属診療所奈留医療センター（地域医療）
　長崎県病院企業団　長崎県対馬病院（地域医療）
　日野原記念　ピースハウス病院（地域医療）
　平戸市立生月病院（地域医療）
　富士通株式会社　健康推進本部健康事業推進統括部（地域医療）
　南魚沼市民病院（地域医療）
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■研修管理委員会の構成員
【管理者】
　岩村　正嗣（北里大学病院長）

【プログラム責任者】
　佐藤　武郎（北里大学病院　臨床研修センター長）

【研修実施責任者】
　北里大学病院長
　大学病院教育・研修統括担当副院長（委員長）
　臨床研修センター長（副委員長）
　各診療科長
　協力型大学病院の研修実施責任者
　協力型臨床研修病院の研修実施責任者
　研修協力施設の研修実施責任者

【当該研修病院及び臨床研修施設以外に所属する医師、有識者】
　神奈川県医師会代表者
　医学部教育委員会から推薦された者（医学部教育委員会委員）
　医学部長から推薦された者（医学部医学教育部門）

【事務部門の責任者又はこれに準ずる者】
　大学病院事務部長・医学部事務長

10．経験すべき症候と疾病・病態の研修について
　目標達成のための方略として定められた経験すべき症候（29 項目）と経験すべき疾病・病態（26 項目）
の研修診療科とその実施確認については、次のとおりとする。

経験すべき症候（初期対応） 対応診療科 研修の確認

ショック 内科 研修評価システム
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）
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経験すべき症候（初期対応） 対応診療科 研修の確認

腰・背部痛 内科 研修評価システム
関節痛
運動麻痺・筋力低下
排尿障害（尿失禁・排尿困難）
終末期の症候
熱傷・外傷 救急部門
興奮・せん妄 精神神経科
抑うつ
成長・発達の障害
妊娠・出産 産婦人科

経験すべき疾病・病態（診療） 対応診療科 研修の確認

脳血管障害 内科 研修評価システム
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
糖尿病
脂質異常症
高エネルギー外傷・骨折 救急科
依存症（ニコチン・アルコール・
薬物・病的賭博）

精神神経科

認知症
うつ病
統合失調症

11．卒後臨床研修教育に関する行事
　研修開始時にオリエンテーションを実施し、諸規程並びに医事法規等の解説をはじめとして、病院内見
学、ME機器の使用説明及びカルテの記入説明等研修医として勤務に必要な知識の習得を図る。同時に「保
険医療講習会」を受講し、保険医としての知識を習得する。また、年間を通した講習会として、毎月 1回、
研修医 1年次を対象としたセミナーに参加するとともに、年間で 2回以上、医療安全講習会を受講する。

12．研修医の評価及び修了認定
　研修開始時に配布する研修医手帳の経験目標にある経験すべき診察法・検査・手技並びに症状・病態・
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疾患、経験が求められる疾患・病態、特定の医療現場の経験について評価する。研修医による自己評価を
参考にしつつ研修状況を把握し、到達目標達成の有無を判断する。さらに、各科独自に行われる評価を加
え、プログラム責任者に報告する。研修管理委員会では、前述の報告を基に最終評価を行う。

13．研修プログラム修了の認定
　前記の研修管理委員会の最終評価を基に病院の管理者である大学病院長が研修修了者に対し、臨床研修
修了証を発行する。

14．プログラム修了後のコース
　プログラム修了後のコースとしては、北里大学病院後期研修（病棟医）プログラムに進むコースと北里
大学医療系大学院へ進学するコースがある。その他、他施設への就職を希望するものに対しては推薦状を
発行する。

15．臨床研修を修了した旨の医籍登録
　臨床研修修了者は、厚生労働省に対し、臨床研修修了登録証交付申請書に、臨床研修修了証の写しと所
定の手数料を添えて、医籍に研修を修了した旨の登録手続きをすること。本手続きを怠ると、将来の開業、
就職等の際に障害となることがある。

16．研修医の待遇
（1）職　　位：研修医（専任職員）
（2）給　　与：
　　　・ 1年次 216,400 円、2年次 225,200 円（2020 年度金額）
　　　　研修協力病院（施設）で研修する場合も北里大学病院より支給
　　　・各種手当
　　　　一般住宅手当、宿直手当、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当　他各種手当別途支給
　　　・健康保険、労働者災害保険、雇用保険加入
（3）賞　　与： 1年次 30,000 円、2年次 50,000 円
（4）福利厚生：
　　　・�独身者用宿舎あり　入居費月額 52,000 円（光熱費自己負担）／住宅手当 27,000 円支給
　　　・保育園完備（24 時間保育可・定員 55 名）
（5）勤務時間：
　　　・原則として午前 8時 30 分～午後 5時（休憩 60 分）
　　　　但し、時間外勤務および当直あり。
　　　　�なお、救命救急・災害医療センター研修および各必修、選択診療科の研修では指導医とともに当

直を行う。
　　　・アルバイトは禁止。
（6）休　　日：日曜日、祝祭日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
　　　　　　��　特別休暇（夏期特別休暇、婚姻休暇、配偶者出産休暇等）
（7）そ��の��他：
　　　・�上記の給与、勤務時間を含め、学校法人北里研究所専任職員就業規則、勤務時間管理規程、給与

規程による。
　　　・健康管理について、年 1回の定期健康診断と年 1回の特殊健康診断を実施する。
　　　・北里大学医学部同窓会を通じて、医師賠償責任保険への加入を推奨している。
　　　・�学会・研究会の参加については、研修診療科長の許可により参加を認め、年 1回に限り交通費を

支給する。
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17．採用試験について
（1）統一採用試験
　�　�（北里大学病院、北里研究所病院、北里大学メディカルセンター全てに希望順位が提出可能となる試験）
　�　①試験日………2020 年 7 月 18 日（土）午前 9時開始
　�　②応募期間……2020 年 6 月 15 日（月）～ 6月 26 日（金）
　�　③応募書類……��受験申込書、履歴書、健康診断書、成績証明書、卒業（見込）証明書、�

住民票、推薦状、志望動機と将来の希望、返信用封筒
（2）北里大学病院単独採用試験
　�　①試験日………2020 年 8 月 15 日（土）午前 9時開始
　�　②応募期間……2020 年 7 月 13 日（月）～ 7月 22 日（水）
　�　③応募書類……��受験申込書、履歴書、健康診断書、成績証明書、卒業（見込）証明書、�

住民票、推薦状、志望動機と将来の希望、返信用封筒

○問合せ先
　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　電　　話　042−778−7830
　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　北里大学病院　臨床研修センター





必修分野

内　　　　　　　科��� …………………………………………………………… ���15

外　　　　　　　科��� …………………………………………………………… ���17

小　　　児　　　科��� …………………………………………………………… ���19

産 　 婦 　 人 　 科��� …………………………………………………………… ���22

精　神　神　経　科��� …………………………………………………………… ���29

救 　 急 　 部 　 門��� …………………………………………………………… ���34

地 　 域 　 医 　 療��� …………………………………………………………… ���39

一 　 般 　 外 　 来��� …………………………………………………………… ���41
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 1 ．研修プログラムの特色
　（1）�内科研修では医師として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

に対応できる基本的診療能力を身につけることができる。
　（2）�1 年次の 26週の内科研修は北里大学病院または協力型臨床研修協力病院（北里研究所病院、北里大

学メディカルセンター、相模原病院、平塚共済病院、大和市立病院、沼津市立病院）で行なわれる。
　　　�2�年次の内科研修は、北里大学病院または協力型臨床研修病院で行う。
　（3）指導医は内科学会をはじめとする内科系学会の認定医、専門医が中心である。
　　　指導医 1名には 2名の研修医がついて研修が行われる。
　（4）�内科は 8つの臓器別診療科（消化器、循環器、呼吸器、脳神経、血液、腎臓、内分泌代謝、膠原病・

感染内科）に分かれている。
　　　�　 1 年次の 26週に 8内科から 3診療科を選択して 8週～ 9週ずつローテイトし、プライマリ・ケ

アに適した患者を受持ち、研修が行われる。新研修プログラムの求めている経験目標のうち、内科
で研修可能な診察法・検査・手技・疾患・病態などの項目、特に基本的項目はいずれの内科診療科
を選択しようとも受持医として病棟、外来、検査室で参加して経験することができる。

　　　�　卒後 3年目に内科の後期研修を引き続き選択する場合には、内科各科、総合診療科、放射線科、
臨床検査部、救命救急・災害医療センターなどの研修が可能となっている。この内科研修プログラ
ムは、内科医をめざす研修医が効率的に内科を研修出来るように配慮されており、内科専門医の取
得にも有利である。

 2 ．行動目標
　（1）患者と医師の人間関係について学ぶ。
　（2）医療チームの構成員としての役割を実践的に研修する。
　（3）医療面接の研修を通してコミュニケーションスキルを身につける。
　（4）患者の適切な病歴の聴取と記録作成ができる。
　（5）問題の発見、調査、討論、修正を実践して、問題解決型の思考を身につける。
　（6）症例の提示と討論ができる。
　（7）保健、医療、福祉に配慮した診療計画を作成できる。
　（8）�医療のリスク管理（リスク確認、事故防止の対応、院内感染対策など）について実践的に学び、適

切な対応ができる。

 3 ．経験目標
　内科 8診療科は内科領域のすべてを臓器別に分担して診療している。
�　それぞれの科は専門分野により疾患、診療内容に特徴をもっているが、いずれの診療科にもプライマリ・
ケアに適切な疾患・病態を有する患者がおり、日常診療で頻繁に遭遇する疾患の患者を入院・外来・当直
で経験することができる。各診療科で研修可能な項目は別表のとおりである。経験目標のうち基本的診察
法、検査、内科系手技のほとんどが可能であり、頻度が高く緊急を要する病態の多くを経験できる。経験
が求められる疾患、病態については、内科での当直、症例検討会などへの出席により全てをカバーできる。

 4 ．研修プログラムの内容
　（1）�内科系各診療科においては、病棟が主な研修の場であるが、外来、検査、当直でも広く深い研修が

できる。病棟では指導医（主治医）が病棟医と研修医（数名）で診療チームを形成する。研修医の
受持つ患者は初期治療の研修に適切な数名とする。指導医、病棟医の指導を受けて診療スキルを高
めることができる。チーム診療により日常診療が行われるので、研修医は受持ち患者以外の患者に
ついても広く経験することができる。

内科研修プログラム
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　（2）�一診療科の研修修了時に、指導医は研修した項目を評価して経験できなかった、あるいは達成でき
なかった必修項目の申し送りを行い、経験目標を達成させる。

　（3）�内科系診療科では科長回診、症例検討会などを行う。研修医は受持患者を提示し、討論にも積極的
に参加する。内科研修医は、いずれの内科系診療科の症例検討会、レクチャー、ジャーナルクラブ
にも自由に参加することができる。

　（4）�病棟業務を中心とした内科当直と時間外外来診療を中心とした内科救急に分かれる。そこで、内科
疾患への緊急対応やプライマリ・ケアの研修をする。

　（5）�プライマリ・ケアに役立つ知識（病棟診療では得にくい外来診療に必要な知識）を得るために、研
修医を対象としたレクチャーを年間 8回以上開催する。

 5 ．研修医の評価
　指導医は研修期間に行われた診療行為をとおして、研修医の行動目標、経験目標の達成度を評価する。
さらに、患者、メディカルスタッフとの関係についても適切に評価する。研修した全ての内科系診療科の
指導医の評価を合計して内科研修の評価とする。研修医は研修評価システムにより、達成度を自己評価す
る。

 6 ．指導医の役割
　（1）�研修医にプライマリ・ケア研修に適切な患者を受持たせる。
　（2）�回診、討論を通して研修医に基本的診療能力を修得させる。
　（3）�患者、メディカルスタッフと良好な関係を形成できるように指導する。
　（4）�心身の健康を維持できるように、研修医の健康状態に配慮する。
　（5）�研修医のプログラムの達成度を評価する。未達成の部分は次の診療科の指導医に申し送る。

 7 ．連絡先
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−8111（代表）
ＦＡＸ　042−778−9371（代表）
北里大学病院
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 1 ．研修プログラムの特色
　2020 年度より、初期臨床研修医は外科 4科（一般外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科）か
ら 1科を必修となりました。さらに、2年次には 1年次の 4科に加えて、専門性のある外科系も加えた中
から外科系初期臨床研修を行なうこととなりました。外科系の治療は手術、周術期の全身管理、緩和医療
など多岐にわたるため、手技の習熟に励むのみならず様々な病態生理などを学ぶことが出来ます。また、
癌の告知や緩和医療では、患者や家族の精神的なケアに加えて、手術後の社会復帰を支えなければならな
いため、人としての倫理観を習得し、社会情勢にも精通することが望まれます。
　外科系、内科系、または、基礎系を専門とする場合でも、“全身を診る”研修が必須であり、これらを
身に付けた医師が初めて社会に貢献出来る医師になると考えます。

 2 ．到達目標
　行動目標　医療人として必要な基本姿勢、態度
　（1）患者−医師関係
　（2）チーム医療
　（3）問題対応能力
　（4）安全管理
　（5）医療面接
　（6）症例提示
　（7）診療計画
　（8）医療の社会性

 3 ．共通項目
　（1）術前管理
　　　1）診断
　　　2）全身状態検査
　　　3）画像診断
　　　4）治療計画
　　　　��①手術適応
　　　　��②術式選択
　　　　��③全身状態管理
　　　5）インフォームドコンセント
　（2）手術時
　　　1）手洗い・ガウンテクニック
　　　2）清潔操作
　　　3）器械の取り扱い
　　　4）解剖の把握
　　　5）手術内容の把握
　　　6）縫合
　　　7）結紮
　　　8）ドレーンの意義・種類
　　　9）インフォームドコンセント
　（3）　術後管理
　　　1）創・ドレーン管理
　　　2）術後治療計画

外科研修プログラム
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　　　　��①短期
　　　　　���1�術後合併症の管理
　　　　　���2�全身管理（点滴・抗生剤含む）
　　　　　���3�リハビリテーション
　　　　��②長期
　　　　　���1�補助療法計画
　　　　　���2�外来フォロー計画
　　　　　���3�再発後治療計画

 4 ．連絡先
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−8111（代表）
ＦＡＸ　042−778−9371（代表）
北里大学病院　臨床研修センター
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 1 ．背景と特色
明日の小児科一次診療医を育てる
�・豊富な症例数とハイレベルの診療実績
�・開業医、近隣関連病院、保健所との密接な連携（相模原地区を中心に一次、二次、三次医療の区分け）
�・北里大学病院NICU、PICUの高度医療と充実
�・充実した 24 時間小児救急ネットワークシステム
�・研修カリキュラムの特色
　（1）研修医の希望、個性を重視したコース制の導入
　（2）小児の一次診療に則した実践的な内容
　（3）研修医の修得度チェックとフィードバック
　北里大学病院を基幹型相当大学病院とし、以下のたすきがけ協力型臨床研修病院と連携し臨床研修病院
群において小児科のプログラムを実施する。協力型研修病院の概要は以下の通りである。

小児科臨床研修病院群
①基幹型相当大学病院
　北里大学病院（1,135 床）（内、小児系病棟 104 床（NICU�23 床、PICU�8 床を含む））
　　〒 252-0375　相模原市南区北里 1−15−1
　　電　話　042-778-8111
　　指導医　石倉健司
②協力型相当大学病院
　北里大学メディカルセンター（440 床）
　　〒 364-8501　埼玉県北本市荒井 6−100
　　電　話　048-593-1212
　　指導医　坂東由紀ほか
③協力型臨床研修病院
　相模原協同病院（540 床）（内、小児科 23 床（NICU�6 床））
　　〒 252-5188　相模原市緑区橋本 2−8−18
　　電　話　042-772-4291
　　指導医　中村信也ほか
　相模野病院（212 床）（内、小児科 24 床（NICU、GCU））
　　〒 252-0206　相模原市中央区渕野辺 1−2−30
　　電　話　042-752-2025
　　指導医　今井純好ほか
　海老名総合病院（381 床）（内、小児科 23 床）
　　〒 243-0043　海老名市河原口 13200
　　電　話　046-233-1311
　　指導医　箕浦克則ほか
　相模台病院（306 床：精神 155 床、一般 151 床）（内、小児科 4床）
　　〒 228-0001　座間市相模が丘 6−24−28
　　電　話　046-256-0011
　　指導医　白井宏幸ほか

小児科研修プログラム



20−　　−

 2 ．一般目標
　　小児の基本的な診察方法と疾患の理解
　　プライマリ・ケアを行うために必要な臨床能力の修得

 3 ．行動目標
　（1）病歴聴取、コミュニケーション
　　　患児およびその養育者と適切な医療面接ができる。
　　　（病歴一般、発達歴、予防接種歴、家族歴、家庭環境の聴取）
　（2）基本診察
　　　系統的な診察ができる。年齢や発達に適した診察法を理解する。
　　　（発育成長曲線の理解、身体計測、検温、血圧の測定、顔貌、奇形、栄養状態の把握）
　（3）小児診療や疾患の特性を学ぶ
　　　�病状の変化が早い、患者自身が症状を表現できないことを理解する。疾患や重症度を迅速に判断し、

適切なコンサルテーションができる。
　（4）カルテ記載、回診での適切なプレゼンテーションができる。
　（5）小児科の一員として指導医や先輩医師たちとチーム医療を行える。
　（6）�相模原市周辺の小児科開業医で実習を行う。プライマリ・ケア、家庭医として開業医の役割、乳幼

児健診、予防接種を学ぶ。

 4 ．経験目標
　（1）小児における処置および手技
　　　・上級医・指導医のもとで、動静脈採血、皮下注、筋注ができる。
　　　・上級医・指導者とともに輸液や点滴静注、輸血のためのルート確保ができる。
　　　・吸入療法の手技や薬品の内容を理解できる。
　（2）薬物療法
　　　・小児薬用量の理解、服用方法と指導、薬剤形態についての基礎知識を学ぶ
　　　・代表的な細菌感染症に対する抗生剤の処方ができる
　（3）検査の判定
　　　・小児正常値の理解ができる。
　　　・小児 XP読影、画像検査、生理検査（ECG）の判読ができる。
　　　・検査に必要とする適切な鎮静方法を学ぶ。
　（4）主要な症候、病態
　　　・発熱、低体温
　　　・発疹、湿疹
　　　・腹痛、下痢、嘔吐、脱水
　　　・咳鳴、呼吸困難
　　　・心雑音
　（5）主要な疾患
　　　・気道感染症；急性上気道炎、気管支炎、肺炎
　　　・消化管感染症；急性胃腸炎、乳児下痢症
　　　・発疹性ウイルス性疾患；麻疹、風疹、水痘、突発性発疹症、伝染性紅班、手足口病
　　　・その他の感染症；髄膜炎、インフルエンザ
　　　・神経；熱性けいれん、てんかん
　　　・呼吸器；気管支喘息、細気管支炎、クループ症候群
　　　・循環器；川崎病、先天性心疾患、不整脈
　　　・腎臓；急性腎炎、ネフローゼ、腎不全、尿路感染症
　　　・内分泌・代謝；肥満、糖尿病、先天性代謝異常
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　　　・肝臓、消化器；腸重積症、ウイルス性肝炎
　　　・免疫・アレルギー・膠原病；アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、若年性関節リウマチ
　　　・新生児；早産児、新生児呼吸窮迫症候群、新生児一過性多呼吸、先天性心疾患、
　　　　　　　　新生児蘇生、黄疸、食道閉鎖、鎖肛、横隔膜ヘルニア

 5 ．研修期間・病棟配置
　選択必修科として、2か月間又は 1か月間研修する。
　定員；各病棟 3～ 4名
　（1）PICUコース……小児集中治療・乳児期疾患対象
　（2）一般病床 /HCUコース……ハイケアユニット・慢性期への療育指導
　（3）周産母子センター（NICU）コース……新生児未熟児集中治療

 6 ．研修週間スケジュール
Ⅰ〔1～ 2週〕 Ⅱ〔3～ 4週〕 Ⅲ〔5～ 6週〕 Ⅳ〔7～ 8週〕

午前 病棟実習 病棟実習 病棟実習
一般外来

（問診・診察介助）
午後 病棟実習 病棟実習 健診・予防接種 病棟

　　 回診・カンファランス　予定表
　　�毎朝　午前 8：00 ～　モーニングカンファランス

午　　前 午　　後
月 　　19：00 ～症例検討会、学会予演会など

火 　9 ：30 ～腎ラウンド
　　13：00 ～教授回診
　　16：00 ～循環器ラウンド

水 　10：00 ～感染症ラウンド 　　17：00 ～呼吸器ラウンド　　神経ラウンド

木
　　第一週
　　12：30 ～ JC
　　14：30 ～遺伝

金 　10：00 ～内分泌・代謝ラウンド
　　13：00 ～免疫・アレルギー
　　19：00 ～教育セミナー（1回／月）

　　��＊＊当直　月 4～ 5回　院内当直および　夜間救急センター見学〔相模原メディカル〕

 7 ．指導体制
　指���導���責���任���者；小児科長
　プログラム責任者；�石倉　健司
　登���録���指���導���医；釼持　　学

 8 ．評価方法・修了の認定
　研修医手帳に記載の基本事項に加えて、開始時に小児科研修評価項目のシートを渡す。
　修了時に上級医、病棟主任とチェックし、登録指導医に提出する。

 9 ．連絡先
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−8111（PHS��16647）
E-mail　kenzo@iie-mansion.com
北里大学病院　小児科
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 1 ．研修プログラムの特色
�　全ての医師にとり、人口の半数を占める女性の診療を行う上で産婦人科の知識が重要であるのは勿論で
あるが、女性の生理的、形態的、精神的特徴、あるいは特有の病態を把握しておくことは他領域の疾病に
罹患した女性に対して適切に対応するためにも必要不可欠なことである。
　1971 年の開院以来、周産期部門、腫瘍学部門を中心に診療が行われてきたが、近年これに生殖医学部
門が新たに加わりそれぞれ専門的な治療が行われている。
　周産期部門では近年年間約 1000 例の分娩を扱っており、周産期 3次救急病院の基幹病院として、相模
原市周辺地区のみならず神奈川県全域に於いても中心的な役割を果たしている。そのため周辺地域からの
診療依頼は数多く、合併症妊娠の管理については短期間に多くの症例を学ぶことができる。また、神奈川
県周産期救急システムは以前より母体搬送を基本としており、出産前に母体を管理下に置くことで児の救
命率をあげる努力をしてきたが、周産期センターとして小児科NICU�との良好な連携のもと、年間約 100
例について受け入れている。このことから判るように、産科救急疾患の取り扱いについても多くの経験を
得ることが可能といえる。また、当院には産科麻酔部門があり、産科に特化した麻酔科医師と連携して麻
酔分娩（無痛分娩）や帝王切開を数多く行っている。
　婦人科（腫瘍系）は子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍などに代表される良性疾患と子宮頸部異形成
病変や子宮内膜増殖症などの前癌病変、子宮癌、卵巣癌などの女性臓器から発生する悪性疾患の診断・治
療を行なっている。
　子宮頸部異形成病変、上皮内癌の診断・治療では主として高周波手術器を用いた円錐切除を年間約 50
例以上行っている。子宮内膜増殖症や子宮体癌の診断には必要に応じて子宮鏡検査を行い、妊孕性温存希
望の初期の体癌症例では条件によりホルモン治療も行っている。子宮癌、卵巣癌の浸潤癌症例では手術療
法、化学療法、放射線療法を組み合わせた集学的な治療を行っている。2015 年の悪性腫瘍新規治療症例
数（非浸潤癌と境界悪性含む）は、209 例で、内訳は子宮頸癌 97 例、子宮体癌 66 例、卵巣癌 27 例、卵
巣境界悪性 7例、その他 12 例と、がん専門病院や他大学病院と比べても遜色ない症例数である。また、
大学病院ゆえ心臓疾患や糖尿病、血栓症、精神疾患や高度肥満など重度の合併症をもったがん患者も周辺
地域より多数紹介されてくるが、内科や外科、精神科と連携し治療が困難な症例にも対応している。
　生殖医学部門では主に不妊症、不育症、婦人科内分泌異常、先天異常に基づく性機能障害等を診療の対
象としている。妊孕性温存を目的として、またminimal� invasive� surgery を目的に腹腔鏡下手術を積極的
に行っており、子宮内膜症手術、子宮筋腫核出術、卵巣嚢腫核出術、子宮全摘出術などを腹腔鏡下に年間
約 70 症例に対して行っている。1995 年からは体外受精−胚移植にも積極的に取り組み、2016 年度は採卵
59 例、凍結融解胚移植 34 例、顕微授精 20 例を施行した。
　このように当科では産婦人科の三部門いずれにおいても短期間に十分な症例数を経験する事が可能であ
る。

 2 ．一般目標（GIO：General Instructional Objectives）
　A．一般行動目標（医療人として必要な基本姿勢・態度）
　　（1）医師−患者関係の確立
　　（2）チーム医療の一員としての役割認識と行動
　　（3）問題解決能力の習得
　　（4）安全管理の理解と実践
　　（5）医療面接
　　　　コミュニケーションスキルを習得し、患者の病歴聴取と記録を行う
　　　　インフォームド・コンセントと患者・家族への適切な指示、指導を行う
　　（6）症例提示
　　　　症例提示と討論

産婦人科研修プログラム



23−　　−

　　　　カンファレンス、学術集会への参加
　　（7）診療計画
　　　　診療計画の作成
　　　　診療ガイドライン、クリニカルパスの理解と活用
　　　　入退院の適応判断
　　　　QOLを考慮した管理計画への参画
　　（8）医療の社会性
　　　　医療制度、医療の倫理の理解と実践
　Ｂ．産婦人科行動目標
　　（1）女性特有の疾患による救急医療を研修する。
　　　　�　卒後研修目標の一つに「緊急を要する病気を持つ患者の初期診療に関する臨床能力を身につけ

る」とあり、女性特有の疾患に基づく救急医療を研修する必要がある。これらを的確に鑑別し初
期治療を行うための研修を行う。

　　（2）女性特有のプライマリ・ケアを研修する。
　　　　�　思春期、性成熟期、更年期の生理的、肉体的、精神的変化は女性特有のものである。女性の加

齢と性周期に伴うホルモン環境の変化を理解するとともに、それらの失調に起因する諸々の疾患
に関する系統的診断と治療を研修する。これら女性特有の疾患を有する患者を全人的に理解し対
応する態度を学ぶことは、リプロダクティブヘルスへの配慮あるいは女性のQOL向上を目指し
たヘルスケア等、21 世紀の医療に対する社会からの要請に応えるもので、全ての医師にとって
必要不可欠のことである。

　　（3）妊産褥婦ならびに新生児の医療に必要な基本的知識を研修する。
　　　　�　妊娠分娩と産褥期の管理ならびに新生児の医療に必要な基礎知識とともに、育児に必要な母性

とその育成を学ぶ。また妊産褥婦に対する投薬の問題、治療や検査をする上での制限等について
の特殊性を理解することは全ての医師に必要不可欠なものである。

 3 ．行動目標（SBO：Specific Behavioral Objectives）
　A．経験すべき診察法・検査・手技
　　（1）基本的産婦人科診療能力
　　　　①問診および病歴の記載
　　　　　�　患者との間に良いコミュニケーションを保って問診を行い、総合的かつ全人的に patient�

profile をとらえることができるようになる。病歴の記載は、問題解決志向型病歴（Problem�
Oriented�Medical�Record�:�POMR）を作るように工夫する。

　　　　　・主訴
　　　　　・現病歴
　　　　　・月経歴
　　　　　・結婚、妊娠、分娩歴
　　　　　・家族歴
　　　　　・既往歴
　　　　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。
　　　　　・視診（一般的視診および腟鏡診）
　　　　　・触診（外診、双合診、内診、妊婦の Leopold 触診法など）
　　　　　・直腸診、腟・直腸診
　　　　　・穿刺診（Douglas 窩穿刺、腹腔穿刺その他）
　　　　　・新生児の診察（Apgar�score,�Silverman�score その他）
　　　　　　［なお、新生児の診察は小児科研修期間中に小児科と協同して行う］
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　　（2）基本的産婦人科臨床検査
　　　　�　産婦人科診療に必要な種々の検査を実施あるいは依頼し、その結果を評価して、患者・家族に

わかりやすく説明することが出来る。妊産褥婦に関しては禁忌である検査法、避けた方が望まし
い検査法があることを十分に理解しなければならない。

　　　　①婦人科内分泌検査
　　　　　・基礎体温表の診断
　　　　　・頸管粘液検査
　　　　　・ホルモン負荷テスト
　　　　　・各種ホルモン検査
　　　　②不妊検査
　　　　　・基礎体温表の診断
　　　　　・卵管疎通性検査、子宮卵管造影、子宮内膜日付診
　　　　　・精液検査
　　　　③妊娠の診断
　　　　　・免疫学的妊娠反応
　　　　　・超音波検査
　　　　④感染症の検査
　　　　　・クラミジア感染症検査
　　　　　・腟トリコモナス感染症検査
　　　　　・腟カンジダ感染症検査
　　　　⑤細胞診・病理組織検査
　　　　　・子宮腟部細胞診＊1

　　　　　・子宮内膜細胞診＊2

　　　　　・病理組織生検＊2

　　　　　・コルポスコピー＊2

　　　　⑥内視鏡検査
　　　　　・腹腔鏡＊2

　　　　　・子宮鏡＊2

　　　　⑦超音波検査
　　　　　・ドプラー法＊1

　　　　　・断層法（経腟的超音波断層法、経腹的超音波断層法）＊1

　　　　　・分娩監視装置＊1

　　　　⑧放射線学的検査
　　　　　・骨盤単純 X線検査＊2

　　　　　・骨盤計測（入口面撮影、側面撮影：マルチウス・グースマン法）＊2

　　　　　・子宮卵管造影法＊2

　　　　　・腎盂造影＊2

　　　　　・骨盤 X線 CT検査＊2

　　　　　・骨盤MRI 検査＊2

　　　　　　＊ 1�…必ずしも受け持ち症例でなくともよいが、自ら実施し、結果を評価できる。
　　　　　　＊ 2�…�できるだけ自ら経験し、その結果を評価できること、すなわち受け持ち患者の検査と

して診療に活用すること。
　　（3）基本的治療法
　　　　�　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。
　　　　�　ここでは特に妊産褥婦ならびに新生児に対する投薬の問題、治療をする上での制限等について

学ばなければならない。薬剤の殆どの添付文書には催奇形性の有無、妊産褥婦への投薬時の注意
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等が記載されており、薬剤の胎児への影響を無視した投薬は許されない。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ことは全ての医師に必要不可欠なこ
とである。

　　　　①処方箋の発行
　　　　　・薬剤の選択と薬用量
　　　　　・投与上の安全性
　　　　②注射の施行
　　　　　・皮内、皮下、筋肉、静脈、中心静脈
　　　　③副作用の評価ならびに対応
　　　　　・催奇形性についての知識
　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　�　研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期治
療を的確に行う能力を獲得することにある。

　　（1）頻度の高い症状
　　　　①無月経＊3

　　　　②腹痛・腰痛＊3

　　　　③性器出血＊3

　　　　　＊�3�…自ら診療に関与し、鑑別診断のうえレポートを提出する。
　　　　　�　産婦人科特有の疾患に基づく無月経、腹痛・腰痛、性器出血が数多く存在するので、産婦人

科の研修においてそれら病態を理解するよう努め経験しなければならない。これらの症状を呈
する産婦人科疾患には以下のようなものがある。原発無月経、続発無月経、子宮筋腫、子宮腺
筋症、子宮内膜炎、子宮留血症、子宮留膿症、月経困難症、子宮付属器炎、卵管留水症、卵管
留膿症、卵巣子宮内膜症、卵巣過剰刺激症候群、排卵痛、骨盤腹膜炎、骨盤子宮内膜症、機能
性子宮出血、子宮腟部びらん、頸管ポリープ、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、外陰がん、
腟がん、外傷などがあり、さらに妊娠に関連するものとして異所性妊娠、切迫流早産、常位胎
盤早期剥離、前置胎盤、切迫子宮破裂、陣痛等が知られている。

　　（2）緊急を要する症状・病態
　　　　①急性腹症＊4

　　　　　＊ 4�…自ら診療に関与すること。
　　　　　�　産婦人科疾患による急性腹症の種類はきわめて多い。「緊急を要する疾患を持つ患者の初期

診療に関する臨床的能力を身につける」ことは最も大きい卒後研修目標の一つである。女性特
有の疾患による急性腹症を救急医療として研修することは必須であり、産婦人科の研修におい
てそれら病態を的確に鑑別し初期治療を行える能力を獲得しなければならない。急性腹症を呈
する産婦人科関連疾患には異所性妊娠、卵巣腫瘍茎捻転、卵巣出血などがある。

　　　　②流・早産および正期産
　　　　　産婦人科研修でしか経験できない経験目標項目である。
　　（3）経験が求められる疾患・病態（理解しなければならない基本的知識を含む）
　　　　①産科関係
　　　　　・妊娠・分娩・産褥ならびに新生児の生理の理解
　　　　　・妊娠の検査・診断＊5

　　　　　・正常妊婦の外来管理＊5

　　　　　・正常分娩第�1�期ならびに第�2�期の管理＊5

　　　　　・正常頭位分娩における児の娩出前後の管理＊5

　　　　　・正常産褥の管理＊5

　　　　　・正常新生児の管理＊5

　　　　　・腹式帝王切開術の経験＊6

　　　　　・流・早産の管理＊6
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　　　　　・産科出血に対する応急処置法の理解＊7

　　　　　＊�5�…�4�例以上を外来診療もしくは受け持ち医として経験する。
　　　　　＊�6�…�1�例以上を受け持ち医として経験する。
　　　　　＊�7�…自ら初期治療に参加すること。
　　　　　　それぞれ、目標への到達度は指導医との口頭試問により評価する。
　　　　②婦人科関係
　　　　　・骨盤内の解剖の理解
　　　　　・視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解
　　　　　・婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案＊8

　　　　　・婦人科良性腫瘍の手術への第 2�助手としての参加＊8

　　　　　・婦人科悪性腫瘍の早期診断法の理解（見学）＊9

　　　　　・婦人科悪性腫瘍の手術への参加の経験＊9

　　　　　・婦人科悪性腫瘍の集学的治療の理解（見学）＊9

　　　　　・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＊9

　　　　　・婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画の立案＊9

　　　　　＊�8�…�子宮の良性疾患ならびに卵巣の良性疾患のそれぞれについて受け持ち医として 1�例以上
を経験する。

　　　　　＊�9�…�1�例以上を外来診療もしくは受け持ち医として経験する。
　　　　　　　　それぞれ、目標への到達度は指導医との口頭試問により評価する。
　　　　③その他
　　　　　・産婦人科診療に関わる倫理的問題の理解
　　　　　・母体保護法関連法規の理解
　　　　　・家族計画の理解
　C．産婦人科研修項目（経験すべき症状・病態・疾患）の経験優先順位
　　（1）産科関係
　　　　①経験優先順位第 1位（最優先）項目
　　　　　妊娠の検査・診断
　　　　　正常妊婦の外来管理
　　　　　正常分娩の管理
　　　　　正常頭位分娩における児の娩出前後の管理
　　　　　正常産褥の管理
　　　　　正常新生児の管理
　　　　　［なお、新生児の診察は小児科研修期間中に小児科と協同して行う］
　　　　②経験優先順位第 2位項目
　　　　　腹式帝王切開術の経験
　　　　　鉗子・吸引分娩、骨盤位分娩の経験
　　　　　流・早産の管理
　　　　　多胎妊娠の管理
　　　　③経験優先順位第 3位項目
　　　　　産科出血、産科ショックに対する応急処置法の理解
　　　　　産科を受診した腹痛、腰痛を呈する患者、急性腹症の患者の管理
　　　　　周産期救急疾患への対応を理解する
　　　　　�　それぞれ、必要な検査、すなわち超音波検査、放射線学的検査等についてはできるだけ自ら

実施し、受け持ち患者の検査として診療に活用する。
　　　　　　目標への到達度は指導医との口頭試問により評価する。
　　（2）婦人科関係
　　　　①経験優先順位第 1位（最優先）項目
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　　　　　婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案
　　　　　婦人科良性腫瘍の手術への第 2助手としての参加
　　　　②経験優先順位第 2位項目
　　　　　婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画の立案
　　　　③経験優先順位第 3位項目
　　　　　婦人科悪性腫瘍の早期診断法の理解（見学）
　　　　　婦人科悪性腫瘍の手術への参加の経験
　　　　　婦人科悪性腫瘍の集学的治療の理解（見学）
　　　　④経験優先順位第 4位項目
　　　　　婦人科を受診した腹痛、腰痛を呈する患者、急性腹症の患者の管理
　　　　⑤経験優先順位第 5位項目
　　　　　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
　　　　　�　それぞれ、必要な検査、すなわち細胞診・病理組織検査、超音波検査、放射線学的検査等に

ついてできるだけ自ら実施し、受け持ち患者の検査として診療に活用する。
　　　　　　目標への到達度は指導医との口頭試問により評価する。

 4 ．研修上の注意
　（1）研修内容と到達目標
　　　�　本プログラムは産婦人科臨床医としての基本的技術ならびに人間的素養を身につけることを主眼

としている。
　（2）勤務時間
　　　当院の規定による。
　　　当直週 1～ 2回
　（3）教育に関する行事
　　　�　北里大学病院産婦人科での研修では、conference（婦人科術前検討会、NICUとの合同カンファ

レンス、カルテ・カンファレンス）などがあり、これらに出席して診断・治療に関する考え方を学
ぶ。外国語雑誌を中心とした抄読や、症例検討会、学会予演会等をおこなう勉強会は全体では月 1
回催される他、それぞれの subdivision でも適時行われる。研修医はこれらの行事に積極的に参加
することが義務づけられる。研修医 2年目では地方部会等の学会で発表し、積極的に論文にする事
を指導される。教授回診は週 1回、その他、病棟スタッフによる回診が適時行われる。

　（4）指導体制
　　　�　北里大学病院では、研修医は病院長直属であるが、産婦人科における指導責任者は科長（主任教

授）である。疾患によりさらに subdivision（周産期学、腫瘍学、生殖医学）にわかれて診断・治
療にあたる。指導医は 5年以上の産婦人科臨床経験を有する日本産科婦人科学会認定の産婦人科専
門医と指導医が行う。各専門医、指導医は 1～ 3名の研修医の指導に当たる。Chief� resident には
卒後 5～ 6年目で病棟医の最上級生が任命され、患者の診断、研修医の教育を行う。

　（5）週間研修スケジュール
　　　産科

午　　前 午　　後
8：15 8：30 1 時間 13：30���　　　　　～　　　　　���16：45

月 ブリーフィング 手術、分娩、病棟業務

昼休み

教授回診 分娩、病棟業務
火 ブリーフィング 手術、分娩、病棟業務 手術、分娩、病棟業務
水 カンファレンス 手術、分娩、病棟業務 手術、分娩、病棟業務
木 ブリーフィング 手術、分娩、病棟業務 カンファレンス 分娩、病棟業務
金 ブリーフィング 手術、分娩、病棟業務 手術、分娩、病棟業務
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　　　婦人科（腫瘍系（上段）／生殖・内分泌（下段））
午　　前 午　　後

8：00 9：00 1 時間 16：30 ～ 17：00 終了
勉強会
（月1回）

月 手術カンファレンス
手術・病棟業務

昼休み

手術・病棟業務
外来診療 外来診療

火 教授回診
手術・病棟業務 手術・病棟業務
外来診療 外来診療・手術

水
手術・病棟業務 手術・病棟業務

8：30（採卵） 採卵・外来診療 胚移植・外来診療

木 手術カンファレンス
手術・病棟業務 手術・病棟業務
外来診療 外来診療

金
手術・病棟業務 手術・病棟業務
外来診療 外来診療・手術

 5 ．評価方法
　研修医は研修終了後速やかに臨床研修評価システムを介して研修状況を記録する。到達目標の達成の有
無はこの記録および関係した指導医の申告を受けて科長が判断する。

 6 ．プログラムの修了の認定
共通項目参照

 7 ．プログラム修了後の進路（コース）
　研修医としての 2年間の研修を修了後、引き続き産婦人科の研修を希望する者はさらに産婦人科専門医
研修プログラムに則り研修を行う事も可能である。
　日本産科婦人科学会専門医取得に必要な期間は最低 5年間であり、本プログラム修了後、専門医研修基
幹施設である北里大学、および数施設ある連携施設合わせて最短 3年間修練をすることにより、専門医試
験の受験資格を取得することができる。

 8 ．連絡先（担当医師名）
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　　話　042−778−8414
Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9433
北里大学病院　産婦人科
　髙田　恭臣、石川　隆三
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 1 ．研修プログラムの特色
　本プログラムは、あらゆる精神神経系疾患および精神症状について一通りの経験を積むことができる充
実した研修内容となっている。神奈川県の精神疾患救急医療システムの基幹病院であり措置入院等を受け
入れていることから、自傷他害のおそれのあるような患者が主な対象となる精神科救急を経験することが
できる。一方、いわゆる精神科以外のプライマリ・ケアで出会うような軽症うつ病や不安障害などの精神
疾患、せん妄や不眠といった頻度の高い症状への対応も多く行っているため、精神科医以外を志す研修医
にとっても多くの学習が行える。また、精神疾患患者の身体合併症治療、精神科アウトリーチチーム、精
神科作業療法を実施していることも特徴である。
　このように精神疾患の急性期から慢性期まで幅広く学べるようなプログラムとなっている。そして、治
療においては薬物療法のみならず、面接やコミュニケーション技術、生活習慣への助言、社会資源の活用
など心理社会的治療の研鑽にも力を入れているため、バランスの取れた治療方針を学ぶことができる。ス
タッフも各分野の専門家（https://kitasato-psychiatry.com/about/staff.html）がそろっており、専門外来
としてはアルコール、薬物依存症・ギャンブル障害外来、認知症鑑別外来、てんかん外来、睡眠障害外来、
口腔心身症外来、クロザピン外来などを置いている。専門家と気軽に相談が行える環境にあることから、
研修医の疑問への対応は極めて早いと思われる。また、指導医になりうる医師も豊富であり、研修医１名
に１名の指導医という体制で研修が行われる。
　2020 年 4 月に北里大学東病院は北里大学病院へ移転・統合したが、現在も入院病棟は精神科救急入院
料病棟（いわゆるスーパー救急病棟）を有し、外来診療についてもほぼそのままの規模で移転した。診療
実績としては、年間の入院患者数は 378 人。その内訳はうつ病、躁うつ病などの気分障害圏 114 人、統合
失調症圏 135 人、神経症圏 59 人、認知症などの器質性精神障害は 18 人。外来においては初診・再診を含
めた 1日平均外来患者数は 300 人を超えている。

 2 ．研修プログラムの目標
��（1）�一般目標
　　　�　精神症状を把握し、精神科診断を行い、自ら治療する能力を身につけるか、専門家にコンサルト

するためにスクリーニングする能力を身につける。対象となる精神症状は精神科受診患者以外でも
みられやすいものとする。

　　　①行動目標
　　　　�・医療面接
　　　　�・医療の社会性
　　　　　　保健関係法規、医療保険、公費負担
　　　　　　医の倫理、生命倫理
　　　②経験目標
　　　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　　　　��●�基本的な診察方法
　　　　　　　精神面の診察ができ、記載できる
　　　　　　��●�基本的な臨床検査
　　　　　　　神経生理学的検査法（脳波）
　　　　　　��●�医療記録
　　　　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　　　　　��●�頻度の高い症状
　　　　　　　不眠（レポート提出要）、不安・抑うつ
　　　　　　��●�緊急を要する症状・病態
　　　　　　　精神科領域の救急

精神神経科研修プログラム
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　　　　　　��●�経験が求められる疾患・病態
　　　　　　　症状精神病
　　　　　　　認知症（血管性認知症を含む）（レポート提出要）
　　　　　　　アルコール依存症
　　　　　　　気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）（レポート提出要）
　　　　　　　統合失調症（レポート提出要）
　　　　　　　不安障害（パニック症候群）
　　　　　　　身体表現性障害、ストレス関連障害（経験要）
　　　　Ｃ．特定の医療現場の経験
　　　　　　��●�予防医療の場において
　　　　　　　ストレスマネージメントができる
　　　　　　��●�精神保健・医療の場において
　　　　　　　精神症状の捉え方の基本を身につける
　　　　　　　精神疾患に対する初期対応と治療の実際を学ぶ
　　　　　　　デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する
　　　　　　��●�緩和・終末期医療
　　　　　　　心理社会的側面への配慮ができる
　　　　　　　告知をめぐる諸問題、死生観・宗教観などへの配慮ができる
　（2）�項目別目標と学習方略
　　Ａ．診断のための技法
　　　　��●�医療面接
　　　　　中等度の難易度の医療面接ができるようになる
　　　　　講義を受ける、ロールプレイを行う
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　　��●�精神症状を把握するための面接
　　　　　主な精神症状を把握するための面接ができるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における面接見学と指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　　��●�精神症状の理解と記載
　　　　　基本的な精神症状の分類を理解する
　　　　　各症例について精神症状の記載ができるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における記載の添削指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　　��●�脳波（神経生理学的検査法）
　　　　　異常脳波を見出せるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち症例の脳波判読指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　　��●�医療記録の記載
　　　　　医療記録を適切に記載できるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における記載の添削指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　Ｂ．症状や疾患
　　　　��●�不眠
　　　　　�不眠の原因疾患の鑑別、睡眠衛生指導を行うことができる
　　　　　睡眠薬の適正使用について理解し、実践できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する、講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
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　　　　　外来および病棟実習
　　　　��●�不安、不安障害
　　　　　�不安の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　抗不安薬の適正使用を理解し、実践できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する、講義を受ける
　　　　　外来および病棟実習
　　　　��●�抑うつ、うつ病
　　　　　�抑うつの原因疾患の鑑別ができる
　　　　　抗うつ薬の適正使用を理解できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　外来および病棟実習
　　　　��●�せん妄、症状精神病
　　　　　せん妄の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　せん妄の治療方法を策定ができる
　　　　　対症療法としての向精神薬療法の実際を理解できる
　　　　　講義を受ける
　　　　　身体合併症病棟およびリエゾン実習
　　　　��●�認知症、変性疾患
　　　　　認知症の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　認知症の治療・支援方法の策定ができる
　　　　　抗認知症薬について理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　病棟実習および認知症鑑別外来実習
　　　　��●�統合失調症
　　　　　統合失調症の診断方法を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　　��●�アルコール依存症
　　　　　講義を受ける
　　　　　アルコール外来実習
　　　　��●�心身症、心療内科疾患、身体表現性障害、ストレス関連障害
　　　　　身体表現性障害、ストレス関連障害、心身症の概要と主な対応を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　外来実習および病棟実習
　　Ｃ．特殊な医療現場の経験
　　　　��●�精神疾患の緊急、救急医療
　　　　　緊急性を要する精神症状の鑑別と医療および法律面の対応を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　病棟実習および当直業務実習
　　　　��●�身体救急の現場における精神医療
　　　　　身体救急の現場でみられやすい精神症状と対応の概要を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　救命救急・災害医療センター実習およびリエゾン実習
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　　　　��●�緩和・終末期医療
　　　　　終末期医療における告知、心理社会面への配慮などを経験し修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　緩和ケアグループ実習およびリエゾン実習
　　　　��●�統合失調症における社会復帰や社会支援体制
　　　　　統合失調症の社会復帰サポートシステムの概要を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　精神科作業療法実習
　　　　��●�公的な精神保健センター
　　　　　公的な精神保健センターの主な業務を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　相模原市精神保健福祉センター、横浜市こころの相談センタ−実習
　　Ｄ．その他
　　　　��●�臨床現場で求められる規則や法律
　　　　　臨床現場で求められる規則や法律（精神保健福祉法、医療保険等）を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　病棟実習
　　　　��●�産業メンタルヘルスとストレスマネージメント
　　　　　産業メンタルヘルスとストレスマネージメントの概要を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　��●�向精神薬の副作用
　　　　　向精神薬の代表的、あるいは重篤な副作用を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　��●�小児児童精神医学
　　　　　小児児童精神医学の基礎を学ぶ
　　　　　講義を受ける

 3 ．主な研修プログラム
　（1）講義
　　　精神医学入門
　　　精神症状を把握するための面接
　　　精神症状の理解と記載
　　　医療面接（Ⅰ）
　　　医療面接（Ⅱ）
　　　医療記録の記載
　　　脳波（Ⅰ）
　　　脳波（Ⅱ）
　　　心理テストの用い方
　　　不眠、不安、不安障害
　　　抑うつ、うつ病
　　　せん妄、症状精神病
　　　認知症、変性疾患
　　　統合失調症
　　　統合失調症における社会復帰や社会支援体制
　　　アルコール依存
　　　心身症、心療内科疾患、身体表現性障害、ストレス関連障害
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　　　小児児童精神医学
　　　向精神薬の副作用
　　　精神疾患の緊急、救急医療
　　　身体救急の現場における精神医療
　　　緩和・終末期医療（Ⅰ）
　　　緩和・終末期医療（Ⅱ）
　　　公的な精神保健センターの業務
　　　産業メンタルヘルスとストレスマネージメント
　　　臨床現場で求められる規則や法律
��（2）実習とその日程（研修は下記の①、②、③を適宜組み合わせて行う）
　　　①精神神経科研修
　　　　入院患者を担当し、さらに初診外来・各専門外来、精神科作業療法部門でも研修を行う
　　　②リエゾン精神医学研修
　　　③精神科病院研修
　　　　教育関連病院である外部の精神科病院で研修する
��（3）指導体制
　　　①精神神経科病棟
　　　　�研究員、診療講師、講師（合計 15 名）が指導医となり、各 1名の研修医を指導医のもとに配属

する
　　　②外来
　　　　当日の外来担当医が担当する
　　　③当直
　　　　当日担当の精神保健指定医が担当する
　　　④リエゾン精神医学研修
　　　　担当の大学病院勤務の研究員以上のスタッフが担当する
　　　⑤精神科病院研修
　　　　各病院の指導医が担当

 4 ．評価方法
　（1）経験症例のレポート
　（2）到達目標に関する口頭試問

 5 ．プログラム修了後の進路（コース）
　研修医として 2年間の研修終了後、引き続き精神科での研修を希望する者は、さらに病棟医として後期
研修を行う。この研修は北里大学病院を中心として行うが、その一部期間を教育関連病院で実施する場合
もある。

 6 ．連絡先（担当医師名）
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−8111（北里大学病院代表）
ＦＡＸ　042−778−9371
北里大学医学部精神科学
　宮岡　等　miyaoka@med.kitasato-u.ac.jp
　齋藤正範　7n2ecx-msaito@umin.ac.jp
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 1 ．研修プログラムの特色
�　北里大学病院の救命救急センターは我が国の救急医療の草分けとして 1986 年に開設され、相模原市、
町田市、座間市、大和市など人口 150 万人を超える地域の救急医療をカバーしている。高度医療を目指す
大学病院の役割として 3次救急医療を担いながら、地域の中核医療施設として、必ずしも重症患者に限定
することなく、各診療科の全面的協力を得て、あらゆる疾患の救急患者を 24 時間体制で 365 日間最大限
に受け入れている。また、大学病院の手術件数は 9000 件以上におよび、我が国のトップレベルである。
このような、我が国の最大規模を誇る急性期医療の現場でこそ、実りある初期臨床研修が可能になる。救
命救急・災害医療センターは専従スタッフとともに外科、内科、脳神経外科、整形外科、形成外科・美容
外科などから精鋭が集まって組織化されており、プライマリ・ケアに欠かせない疾患への対応が十分な指
導の下で可能になっている。
　外傷、中毒、熱傷が豊富に経験できるのも本施設の特色であり。全身麻酔数も多く、バイタルサインの
把握と気道確保、気管挿管の経験が数多く可能になる。
　本プログラムでは開始時に一次救命処置（BLS）と二次救命処置（ACLS）の指導に当て研修を行う。
この研修評価は必須項目として厳格に行われる。これにより、救急処置を要する患者のプライマリ・ケア
の流れを全員が習得できるようになる。

 2 ．行動目標
　臨床研修到達目標の基準に掲げられている「医療人としての必要な基本姿勢・態度」のなかの、とくに
「チーム医療」「問題対応能力」「安全管理」が救命救急部門での行動目標に挙げられる。具体的には、
　（1）チーム医療
　　　�　研修医は、迅速かつ適切なタイミングで処置内容・治療方針に関して、指導医や専門医とコンサ

ルテーションができる。救急処置、蘇生において他科の同僚医師、上級医師、看護師、臨床工学技
士、放射線技師らと適切なコミュニケーションができる。患者の転入、入室、搬入、転出にあたり
情報を交換できる。

　（2）問題解決能力
　　　�　研修医は、救急処置、蘇生において患者の問題点を迅速に把握し、全身的かつ全人的な思考によ

る問題対応能力を身につける。
　（3）安全管理
　　　�　研修医は、救急処置、蘇生を行う際の安全管理の方策を身につける。急性期医療における危機管

理に必要なモニタリング、環境整備、人的要素の重要性を把握する。

 3 ．経験目標
�　臨床研修到達目標の基準に掲げられている「経験すべき診察法・検査・手技」および「経験すべき症状・
病態・疾患」「特定の医療現場の経験」のなかの、救命救急および全身管理に関する項目が救急部門での
経験目標に挙げられる。とりわけ、「基本的身体診察法」におけるバイタルサインの把握、「基本的手技」
の気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、圧迫止血法、採血法、腰椎穿刺法、気管挿管、除細動等、「緊急を要
する症状・病態」の心肺蘇生、ショック、意識障害、外傷、急性中毒、熱傷、「救急医療」の二次救命処
置（ACLS）、一次救命処置（BLS）等が本プログラムの重要な経験目標である。経験目標は別項に詳述する。

救急部門（救命救急・災害医療センター、麻酔科）研修プログラム
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 4 ．研修期間
　�13 週とする。うち、9週を救命救急・災害医療センター、4週を麻酔科とする。研修グループは以下の
2グループに分かれる。

1日 3～ 29 日 29 ～ 55 日 58 ～ 84 日
Aグループ ACLS 麻酔科 救命救急・災害医療センター

（集中治療センター 14 日）
救命救急・災害医療センター

Bグループ ACLS 救命救急・災害医療センター 救命救急・災害医療センター
（集中治療センター 14 日）

麻酔科

 5 ．研修内容
　（1）研修医を 2グループに分割する。
　（2）�グループはそれぞれ救命救急・災害医療センター（蘇生室、処置室、集中治療センター）と麻酔科

（手術室）とをローテートする。
　（3）気管挿管は手術室で習得する。
　（4）研修開始の 1日間を BLS と ACLS の研修にあて、厳格に評価する。
　（5）麻酔科、救命救急・災害医療センターで適時レジデントレクチャーを実施する。

 6 ．研修上の注意
　救命救急・災害医療センター研修
　（1）�各種モニタ機器の理解、人工呼吸器の使い方、急性血液浄化法の習得、機械的循環補助などの参加に

より見識を高める。
　（2）�救命救急・災害医療センターに常駐し患者把握を行う。蘇生室患者来院時は蘇生室へ移動し、目標疾

患の経験、初期治療へ参加する。
　（3）�創消毒やガーゼ交換を外科、整形外科、脳外科ならびに形成外科スタッフの指導下に行う。
　（4）患者の放射線学的検査実施に立ち会う。
　（5）�研修医は蘇生室では患者担当受け持ち医を補佐し、病歴聴取に参加するとともに、病棟管理の補佐を

行う。
　（6）集中治療センターでは、人工呼吸と院内急変患者の対応、呼吸不全、循環不全患者の管理を学ぶ。
　麻酔科研修
　（1）�臨床研修の目的は麻酔を行うことではなく、救急医療において必要な手技の習得や全身管理を学ぶ

ことにある点を明確にする。目的は麻酔科診療を通して、基本的な患者評価、病態把握を行い、基
本的手技を実践することにある。硬膜外麻酔、神経ブロック、スワンガンツカテーテル挿入、ファ
イバー挿管、ダブルルーメンチューブの挿入管理、経食道心エコーの挿入などは目的外であるため
基本的には実施しない。

　（2）�麻酔科は、1− 2人の研修医のチームとする。指示・指導はチーフ、スーパーバイザーなどの指導
医によってなされる。

　（3）�麻酔科の責任はチーフ、スーパーバイザーなどの指導医であり研修医ではない。
　（4）�気管挿管の実施は見学および人形による十分なシミュレーションが終了した者のみ、指導医の判断

で実施を開始する。

 7 ．研修評価
　（1）�研修医の評価に関しては、到達目標を明示した上で、評価用紙を作成し、評価する。評価表は救命

救急・災害医療センター、麻酔科共通とし、指定項目（気道確保、気管挿管、胸骨圧迫など）を評
価する。

　（2）指導医は研修医が目標に到達しているか否かについて評価しなければならない。
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　（3）経験目標のうち救命救急・災害医療センター・集中治療センターで実施可能なもの
　　Ａ．経験すべき診察法、検査、手技（救命救急・災害医療センターで経験可能なもの）

（1）基本的な身体診察法
　　全身の観察、バイタルサイン
　　頭頚部の診察
　　胸部の診察
　　腹部の診察と記載
　　神経学的診察と記載
　　精神面の診察と記載

救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター

（2）基本的な臨床検査
　　一般尿検査
　　便検査
　　血算・白血球分画
　　血液型判定、交差適合試験
　　心電図（12 誘導）
　　動脈血ガス分析
　　血液生化学
　　細菌学的検査

救命救急・災害医療センター、集中治療センター
集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
集中治療センター

　　髄液検査
　　超音波検査
　　内視鏡
　　単純Ｘ線
　　造影Ｘ線検査
　　Ｘ線CT検査
　　MRI 検査

救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター

（3）基本的手技
　　気道確保
　　人工呼吸
　　心臓マッサージ
　　圧迫止血法
　　静脈確保
　　採血法（静脈、動脈）
　　腰椎穿刺
　　導尿法
　　ドレーン・チューブ類の管理
　　胃管の挿入
　　局所麻酔法
　　創部消毒とガーゼ交換
　　簡単な切開排膿
　　軽度の外傷・熱傷の処置
　　気管挿管
　　除細動

救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター、集中治療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター

（4）基本的治療法
　　輸液、輸血 救命救急・災害医療センター、集中治療センター
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　　Ｂ． 経験すべき症状、病態、疾患頻度の高い症状（救命救急・災害医療センターで経験可能なもの）
（1）頻度の高い症状
　　失神
　　けいれん発作
　　胸痛
　　動悸
　　呼吸困難

救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター

（2）緊急を要する症状・病態
　　心肺停止
　　ショック
　　意識障害
　　脳血管障害
　　急性呼吸不全
　　急性冠症候群
　　急性腹症
　　急性消化管出血
　　急性腎不全
　　急性感染症
　　外傷
　　急性中毒
　　誤飲、誤嚥
　　熱傷

救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター

（3）経験が求められる疾患・病態
　　脳・脊髄血管障害（梗塞、出血、SAH）
　　脳・脊髄外傷
　　骨折
　　心不全
　　狭心症・心筋梗塞
　　不整脈
　　動脈性疾患（大動脈瘤）
　　呼吸不全
　　呼吸器感染症（肺炎）
　　気管支喘息
　　肺塞栓
　　胆管炎
　　急性膵炎
　　急性腎不全、透析
　　副腎不全
　　糖代謝異常
　　細菌感染（�A�群溶血連鎖球菌感染症）
　　中毒（アルコール、薬物）
　　アナフィラキシー
　　環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）
　　熱傷
　　小児けいれん性疾患

救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
救命救急・災害医療センター
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　（4）�経験目標のうち麻酔科・手術室で実施可能なもの
　　Ａ．経験すべき診察法、検査、手技

（1）基本的な身体診察法
　　全身の観察、バイタルサイン
　　頭頚部の診察と記載
　　胸部の診察と記載

術前診察、術中の患者観察
術前の気道の評価、喉頭展開時、甲状腺の状態
術前、術中、術後

（2）基本的な臨床検査
　　一般尿検査
　　便検査
　　血算・白血球分画
　　血液型判定、交差適合試験
　　心電図（12 誘導）
　　動脈血ガス分析
　　血液生化学
　　肺機能検査（スパイロメトリー）
　　超音波検査
　　単純Ｘ線

術前評価
術前評価
術前評価、術中
術前評価
術前評価、時に術後
術前評価、術中術後採血
術前評価
術前評価
術前評価、術中経食道心エコー
術前評価、時に術後

（3）基本的手技
　　気道確保
　　人工呼吸
　　圧迫止血法
　　静脈確保
　　採血法（静脈、動脈）
　　腰椎穿刺
　　導尿法
　　胃管の挿入
　　局所麻酔法
　　気管挿管

麻酔導入時
麻酔導入時
動脈、中心静脈ライン抜去時、採血時
麻酔中
麻酔中
穿刺だけ（脊椎麻酔）
麻酔中
麻酔中
麻酔中
麻酔中

（4）基本的治療法
　　輸液、輸血 麻酔中

　　Ｂ． 経験すべき症状、病態、疾患、1．頻度の高い症状、2．緊急を要する症状・病態、3．経験が求

められる疾患・病態、これらは救命救急・災害医療センターで経験することが望ましい。

 8 ．連絡先
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−8111（代表）
ＦＡＸ　042−778−9371（代表）
北里大学病院　救命救急・災害医療センター、麻酔科
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 1 ．研修の目的
　地域医療の現状を理解し、地域医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応することが可能
な医師を養成する。また、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、地域や臨床の場において地域医療の実践に参画できる医師を養成することを目的とする。

 2 ．行動目標・経験目標
　（1）患者・家族を取り巻く医療の現状を理解する。
　（2）地域における患者・家族と地域医療に関わる医療従事者との人間関係を実際に経験し、理解する。
　（3）地域医療におけるチーム医療を理解し、地域医療に関わる医療従事者と良好な人間関係を築く。
　（4）地域医療の現場において、患者への医療面接を行い、問題対応能力を習得する。
　（5）医療経済や医療の社会性について理解を深める。

 3 ．研修プログラムの内容
　へき地・離島診療所、中小病院・診療所等の地域医療において、5週間の研修を行う。
　（1）重症心身障害児施設
　　　・入所者への医療の提供、施設等の役割について理解する。
　（2）企業診療所
　　　・事業所における産業医の職務、権限などを理解する。
　（3）地域病院・診療所
　　　・病院・診療所の役割について理解し実践する（病診連携への理解を含む。）
　（4）へき地・離島医療
　　　・へき地、離島での医療について理解し実践する。

 4 ．研修期間
　�2 年次の研修期間のうち 5週間とする。

 5 ．参加施設
　（1）重症心身障害児施設
　　　相模原療育園　　　　　　　　　　　相模原市南区若松 1-21-9� 042-749-6316
　（2）企業診療所
　　　富士通株式会社　健康推進本部　　　川崎市中原区上小田中 4-1-1� 044-738-3105
　（3）地域病院・診療所
　　　横浜病院　　　　　　　　　　　　　横浜市緑区寺山町 729� 045-933-1011
　　　石橋医院　　　　　　　　　　　　　福岡県柳川市新町 54� 0944-72-3176
　　　相模原クリニック　　　　　　　　　相模原市中央区相模原 7-5-5� 042-758-6521
　　　田中内科クリニック　　　　　　　　大和市大和東 1-3-15 大和ミラービル 3階� 046-265-1024
　　　さがみ循環器クリニック　　　　　　相模原市南区相南 4-21-15� 042-746-2211
　　　新宿ヒロクリニック　　　　　　　　�東京都新宿区大久保 2-18-14�新大久保 5大ビル 1・2階� 03-5909-1231
　　　阪クリニック　　　　　　　　　　　相模原市南区古淵 2-17-3�渋谷ビル 2階� 042-776-7709
　　　大内病院　　　　　　　　　　　　　南足柄市中沼 594-1� 0465-74-1515
　　　愛川北部病院　　　　　　　　　　　愛甲郡愛川町角田 281-1� 046-284-2121
　　　米元皮膚科医院　　　　　　　　　　海老名市中央 3-4-1� 046-236-3115
　　　ドクターゴン鎌倉診療所　　　　　　鎌倉市笛田 6-1-20��1F� 0467-32-5252
　　　的場内科クリニック　　　　　　　　海老名市中央 2-8-31� 046-292-1001

地域医療研修プログラム
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　　　日野原記念ピースハウス病院　　　　神奈川県足柄上郡中井町井口 1000-1� 0465-81-8900
　（4）へき地・離島医療
　　��【へき地医療】
　　　平戸市民病院　　　　　　　　　　　長崎県平戸市草積町 1125-12� 0950-28-1113
　　　相模原市立青野原診療所　　　　　　相模原市緑区青野原 2015-2� 042-787-0004
　　　相模原市立千木良診療所　　　　　　相模原市緑区千木良 852-8� 042-684-2046
　　　相模原市立藤野診療所　　　　　　　相模原市緑区小渕 1656-1� 042-687-2229
　　　相模原赤十字病院　　　　　　　　　相模原市緑区中野 256� 042-784-1101
　　　平戸市立生月病院　　　　　　　　　長崎県平戸市生月町山田免 2965� 0950-53-2155
　　　南魚沼市民病院　　　　　　　　　　新潟県南魚沼市六日町 2643 番地 1� 025-788-1222
　　��【離島医療】
　　　大島医療センター　　　　　　　　　東京都大島町元町 3-2-9� 04992-2-2345
　　　沖縄県立八重山病院　　　　　　　　沖縄県石垣市真栄里 584-1� 0980-87-5557
　　　沖縄県立八重山病院附属診療所
　　　　西表西部診療所　　　　　　　　　沖縄県八重山郡竹富町字西表 694� 0980-85-6268
　　　　大原診療所　　　　　　　　　　　沖縄県八重山郡竹富町字南風見 201-131� 0980-85-5516
　　　　小浜診療所　　　　　　　　　　　沖縄県八重山郡竹富町小浜 30� 0980-85-3247
　　　　波照間診療所　　　　　　　　　　沖縄県八重山郡竹富町字波照間 2745� 0980-85-8402
　　　小値賀町国民健康保険診療所　　　　長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 1757-8� 0959-56-4111
　　　竹富診療所　　　　　　　　　　　　沖縄県八重山郡竹富町竹富 324� 0980-85-2132
　　　与論徳洲会病院　　　　　　　　　　鹿児島県大島郡与論町茶花 403-1� 0997-97-5388
　　　長崎県壱岐病院　　　　　　　　　　長崎県壱岐市郷ノ浦町東触 1626� 0920-47-1131
　　　長崎県上対馬病院　　　　　　　　　長崎県対馬市上対馬町比田勝 630� 0920-86-4321
　　　長崎県五島中央病院附属診療所　奈留医療センター　長崎県五島市奈留町浦 1644� 0959-64-2014
　　　長崎県対馬病院　　　　　　　　　　長崎県対馬市美津島町雞知乙 1168 番 7� 0920-54-7111
　　　ドクターゴン診療所　　　　　　　　沖縄県宮古島市上野字宮国 746-17� 0980-76-2788

 6 ．処遇
　北里大学病院研修医として 5週間の地域医療研修です。
　（1）基本給・健康保険等は院内研修時と同様とします。
　（2）通勤手当については、研修先・通勤手段により 1カ月分を支給します。（要手続き）

 7 ．その他
　（1）�保健所における保健・医療行政研修を実施するプログラムも用意しているが、この場合「必修科目」

の地域医療研修期間とすることはできません。
　（2）�出退勤確認・勤務時間・ユニホーム・出勤場所等については、各研修施設の指示に従って下さい。
　（3）医療行為等については、基本的に研修先の指導医の指示に従って下さい。
　（4）�研修期間中に発生した事故の責任は、基本的に研修医自身が負います。医師賠償責任保険の加入が

必要です。

 8 ．連絡先
〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
電　話　042−778−7830
ＦＡＸ　042−778−9371
北里大学病院　臨床研修センター
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到達目標

 1 ．行動目標
　外来研修では、患者の主訴や症状から、的確な診察を行って、検査計画を立て、診断、そして正しい治
療につなげることを一つ目の目標とする。二つ目は、慢性疾患や長期に渡る通院を要する患者さんの定期
受診の診療を行う。慢性疾患や定期通院の患者さんでも、症状の変化や他の症状等が出現することもあり、
原疾患のみならずそれらの対応を、外来研修で身に着ける。
　患者さんは不安の中で病院受診をしており、無機質な対応であってはならず、患者さんやご家族の心に
寄り添う診察を行うことも目標となる。

 2 ．経験目標
　（1）�大学病院では、前医で診断のつかない患者さんの医療面接、診察、それに基づく検査計画を立て、

検査結果の解釈を行う。
　（2）専門医や他分野医師へのコンサルトを行う。
　（3） 1に関して、治療立案まで経験することが望ましい。
　（4）地域関連病院では、Common�Disease の診察、診断、治療を行う。
　（5）慢性疾患や定期通院患者さんの定期受診間隔を設定する。
　（6）患者さんへ病状や治療計画を説明する。
　（7）患者さんの症状や検査内容、結果を上級医に説明して、振り返りを行う。

 3 ．研修スケジュール（例）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1週目
AM

外科系部
振り分け

外科系部
振り分け

外科系部
振り分け

外科系部
振り分け

外科系部
振り分け

PM
外科系部
消化器

外科系部
呼吸器

外科系部
心臓血管

外科系部
小児

外科系部
脳神経

2週目
AM

総合診療部
相模原

総合診療部
相模原

総合診療部
相模原

総合診療部
相模原

総合診療部
相模原

PM 小児科 小児科 小児科 小児科 小児科

3週目
AM

内科系部
循環器

内科系部
内分泌代謝

内科系部
脳神経

内科系部
消化器

内科系部
総合診療内科

PM
内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

4週目
AM

内科系部
呼吸器

内科系部
腎臓

内科系部
膠原病

内科系部
血液

内科系部
総合診療内科

PM
内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

内科系部
総合診療内科

一般外来研修プログラム





選択科目

消　化　器　内　科��� …………………………………………………………… ����45

内�分�泌�代�謝�内�科��� …………………………………………………………… ����50

循　環　器　内　科��� …………………………………………………………… ����55

腎　�臓　�内　�科��� …………………………………………………………… ����59

血　�液　�内　�科��� …………………………………………………………… ����61

脳　神　経　内　科��� …………………………………………………………… ����64

膠原病・感染内科��� …………………………………………………………… ����66

呼　吸　器　内　科��� …………………………………………………………… ����69

精　神　神　経　科��� …………………………………………………………… ����73

皮　　　膚　　　科��� …………………………………………………………… ����81

外　　　　　　　科��� …………………………………………………………… ����83

呼　吸　器　外　科��� …………………………………………………………… ����89

心��臓��血��管��外��科��� …………………………………………………………… ����92

脳　神　経　外　科��� …………………………………………………………… ����98

整　�形　�外　�科��� …………………………………………………………… ��104

形成外科・美容外科��� …………………………………………………………… ��110

泌　�尿　�器　�科��� …………………………………………………………… ��112

耳鼻咽喉科・頭頸部外科��� …………………………………………………………… ��114

眼　　　　　　　科��� …………………………………………………………… ��117

小　　　児　　　科��� …………………………………………………………… ��120

産　�婦　�人　�科��� …………………………………………………………… ��123

放��射��線��治��療��科��� …………………………………………………………… ��131

放��射��線��診��断��科��� …………………………………………………………… ��133

麻　　　酔　　　科��� …………………………………………………………… ��135

臨　床　検　査　部��� …………………………………………………………… ��137

病　院　病　理　部��� …………………………………………………………… ��140

救命救急・災害医療センター��� …………………………………………………………… ��143

総　合　診　療　部��� …………………………………………………………… ��145

リハビリテーション科��� …………………………………………………………… ��148
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院消化器内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　 1 ．行動目標・経験目標
　　Ａ．経験可能な項目（一般内科）
　　　（1）基本的態度・姿勢（その理解と実践）
　　　　　①医師患者関係
　　　　　　・患者と家族の精神的・身体的苦痛の配慮
　　　　　　・患者とわかりやすい言葉を用いた会話
　　　　　　・患者の心理・社会的背景を考慮して、患者の抱える問題点の理解
　　　　　　・医療行為が、医師・患者の契約的な信頼関係に基づいていることの理解
　　　　　　・患者の要望に対する適切な対応の指導
　　　　　　・カウンセリングの重要性の概説
　　　　　②診断の思考過程の理解と実践
　　　　　　思考過程を説明できる
　　　　　　・パターン認識：患者を一暼して、直ちに疾患名を思い浮かべるような場合
　　　　　　・多 分 岐 法：�症候や検査所見の有無を一つ一つ確認して、最後にそれらの所見の組合せ

を満たす疾患名を当てはめる方法
　　　　　　・仮説−演繹法：�症候に基づいて可能性のある疾患名−仮説−を複数思い浮かべ、新たな情

報が得られる度に仮説を入れ換えたり、確信度を変える方法（最も一般的
な思考方法で効率的である）

　　　　　　・徹底的検討法：�教科書を参照して、まず考え得る疾患をすべて列挙し、当該の患者に当て
はまるかどうか、一つ一つの疾患について検討してゆく方法

　　　（2）インタビューについての理解と実践
　　　　　①質問の種類には閉じた質問と開いた質問などがあることを理解し、適切な使い分けが可能
　　　　　②非言語的コミニュケーションの効用
　　　　　③治療的効果：医師の態度や言葉による治療的効果
　　　（3）診察
　　　　　①視診、触診、打診、聴診
　　　　　②直腸指診
　　　（4）検査
　　　　　①一般的検査手技（自分で実施できるもの）
　　　　　　・静脈採血
　　　　　　・血算・緊急生化学検査（緊急自動測定装置による）、血糖迅速半定量法検査
　　　　　　・血液培養（動静脈採血）
　　　　　　・経皮的酸素濃度測定、血液ガス分析
　　　　　　・血液型・クロスマッチ
　　　　　　・一般検尿（試験紙法）
　　　　　　・便潜血検査

消化器内科
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　　　　　　・心電図
　　　　　　・腰椎穿刺
　　　　　　・骨髄穿刺
　　　　　　・胸腔・腹腔穿刺
　　　　　　・ツベルクリン反応
　　　　　　・胸部・腹部単純Ｘ線撮影
　　　　　②検査の考え方
　　　　　　・感度（sensitivity）と特異度（specificity）
　　　（5）臨床倫理
　　　　　①危害忌避（non-malfeasance）
　　　　　②説明と同意（informed�consent）
　　　　　　・定義と必要性の説明
　　　　　　・情報の整理とわかりやすい表現
　　　　　　・適切な時期、場所、機会についての配慮
　　　　　　・患者の心理、理解度への配慮
　　　　　　・患者の質問や拒否的反応への柔軟な対応
　　　　　③契約的信認関係（fiduciary�trust）
　　　　　④QOL（quality�of�life）
　　　（6）複数の臓器が原因となりうる頻度の高い症状についての病態生理と鑑別診断
　　　　　�腹痛、急性腹症、頭痛、めまい、胸痛、発熱、不明熱、体重減少、体重増加、意識障害、失神、

腰痛、全身倦怠感、食欲（思）不振、リンパ節腫脹、呼吸困難、咳・痰、歩行困難、便通異常、
四肢のしびれ、悪心・嘔吐、浮腫、不眠

　　　（7）治療
　　　　　①一般的治療
　　　　　　�薬物治療、輸液、輸血、中心静脈栄養、経腸栄養（特に抗生剤の適正な使用や、病状にあっ

た輸液処方など）
　　　　　②他科での治療適応の判断（手術や放射線など）
　　　　　③ターミナル・ケア
　　　　　　・がんの告知
　　　　　　・緩和治療に移るタイミング
　　　　　　・精神症状のコントロールとケア
　　　　　　・家族へのケア
　　　（8）診療関係書類
　　　　　①診療記録
　　　　　　・POS、POMRで記載できる
　　　　　　・診療記録の法的意義について説明できる
　　　　　②診断書
　　　　　　診断書、死亡診断書、死体検案書の記入ができる
　　Ｂ．経験可能な項目（消化器）
　　　（1）知識
　　　　　①消化管、肝、胆、膵、腹膜の解剖と機能
　　　　　②病態生理
　　　　　　・消化吸収障害
　　　　　　・ヘリコバクターピロリ感染
　　　　　　・黄疸
　　　　　　・腹水
　　　　　　・肝不全
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　　　　　　・門脈圧亢進症
　　　　　③主要症候
　　　　　　�食欲不振、悪心と嘔吐、おくび・げっぷ、嚥下困難、むねやけ、腹痛、腹部膨満、吐血と下

血、下痢と便秘、鼓腸、黄疸、腹水、腹部腫瘤
　　　（2）診察
　　　　　①全身所見（皮膚所見、貧血、黄疸）
　　　　　②腹部の診察（視診、聴診、触診、打診、圧痛点）
　　　　　③はばたき振戦
　　　　　④直腸指診
　　　（3）専門的検査
　　　　　①肝機能検査
　　　　　　・一般肝機能検査
　　　　　　・血中アンモニア、血漿遊離アミノ酸、BCAA/AAA 比、血清胆汁酸
　　　　　　・プロトロンビン時間
　　　　　　・維化マーカー（Ｐ III Ｐ、IV 型コラーゲン、ヒアルロン酸）
　　　　　②肝炎ウイルスマーカー
　　　　　　Ａ型、Ｂ型、Ｃ型
　　　　　③膵酵素
　　　　　　�血清・尿アミラーゼ、アミラーゼアイソザイム、血清エラスターゼ− 1、血清リパーゼ、トリ

プシン、PST Ⅰ
　　　　　④免疫学的検査
　　　　　　抗ミトコンドリア抗体、抗ミトコンドリアM2抗体、抗核抗体、抗平滑筋抗体
　　　　　⑤腫瘍マーカー
　　　　　　CEA、AFP、PIVKA–Ⅱ、CA19–9、Dupan–Ⅱ
　　　　　⑥CT
　　　　　⑦磁気共鳴画像（MRI、MRCP）
　　　（4）治療
　　　　　①基本的治療手技
　　　　　　・胃洗浄
　　　　　　　胃チューブ
　　　　　　・浣腸、高圧浣腸
　　　　　　・腹腔穿刺と排液
　　　　　　・高カロリー輸液
　　　　　　・経管栄養
　　　　　②薬物療法
　　　　　　・消化管
　　　　　　　口腔用薬、消化性潰瘍薬、健胃消化薬、緩下薬・浣腸、止痢薬、整腸薬、鎮痙・鎮痛薬
　　　　　　・肝臓
　　　　　　　肝作用薬（UDCA、グリチルリチン製剤）、直接作用型抗ウイルス薬
　　　　　　　ラクツロース、特殊アミノ酸製剤
　　　　　　・胆道、膵
　　　　　　　利胆薬、胆石溶解薬、蛋白分解酵素阻害薬
　　　　　　・消化器系悪性腫瘍に対する化学療法
　　　　　③消化器内視鏡検査治療の介助
　　　（5）症例
　　　　　①消化管
　　　　　　・食道疾患
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　　　　　　　逆流性食道炎
　　　　　　　食道潰瘍
　　　　　　　食道癌（dysplasia を含む）
　　　　　　　食道裂孔ヘルニア
　　　　　　　食道静脈瘤
　　　　　　・胃・十二指腸疾患
　　　　　　　急性・慢性胃炎
　　　　　　　胃・十二指腸潰瘍
　　　　　　　胃癌
　　　　　　　胃良性腫瘍（ポリープ、粘膜下腫瘍など）
　　　　　　　胃切除後症候群
　　　　　　・腸疾患
　　　　　　　腸炎（腸管感染症、細菌性食中毒を含む）
　　　　　　　虫垂炎
　　　　　　　�Crohn 病、潰瘍性大腸炎
　　　　　　　腸結核
　　　　　　　薬物起因性腸炎
　　　　　　　大腸ポリープ
　　　　　　　大腸癌
　　　　　　　イレウス
　　　　　　　過敏性腸症候群
　　　　　　　虚血性腸炎
　　　　　　　肛門疾患（痔核、痔瘻、裂肛）
　　　　　②肝、胆道
　　　　　　・肝疾患
　　　　　　　急性肝炎・慢性肝炎
　　　　　　　肝硬変
　　　　　　　薬剤性肝障害
　　　　　　　アルコール性肝障害
　　　　　　　脂肪肝
　　　　　　　肝膿瘍
　　　　　　　肝嚢胞
　　　　　　　肝癌
　　　　　　　肝外門脈閉塞症
　　　　　　・胆道疾患
　　　　　　　胆石症、胆嚢炎・胆管炎
　　　　　　　胆道腫瘍（十二指腸乳頭部腫瘍を含む）
　　　　　　　胆道の先天奇形
　　　　　③膵疾患
　　　　　　　急性膵炎・慢性膵炎（膵石症）
　　　　　　　膵嚢胞
　　　　　　　膵癌
　　　　　　　膵内分泌腫瘍
　　　　　　　腺房細胞癌
　　　　　　　膵の先天奇形
　　　　　④腹腔・腹壁疾患
　　　　　　　急性腹膜炎
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　　　　　　　癌性腹膜炎

　 2 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　北里大学病院　消化器内科
　　　田邉　　聡
　　　日髙　　央
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院内分泌代謝内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　相模原市、町田市、座間市、大和市など人口約 150 万人を超える地域が主な診療圏である。大学病
院としての役割に加えて、市民病院的な性格を持つ医療施設の診療部門として糖尿病や甲状腺疾患を
はじめとし多種多様な内分泌・代謝系疾患を診療している。本プログラムは豊富な症例に恵まれた現
場と経験豊かな指導医のもとで内分泌代謝疾患の診療を通じて、内科疾患の基礎的なプライマリケア
ーを学ぶことが可能である。

　 1 ．行動目標
　　（1）患者−医師関係の確立
　　　　�　入院患者の受持医として、患者とその家族との信頼関係を築くことの重要性を理解し、実践す

る。糖尿病を始めとする内分泌代謝疾患の多くは、その治療効果を得るためには患者本人だけで
なく家族の理解と協力が不可欠である。また、ほとんどの疾患が患者の生涯に及び、更に糖尿病
では糖尿病網膜症による失明や糖尿病腎症から透析導入に至ることも多く、患者の身体的苦痛に
加え、患者とその家族の経済的、精神的負担にもなっていることを理解すべきである。

　　（2）チーム医療
　　　　�　内分泌代謝疾患には他科の専門医の協力のもとに診断・治療が可能になることが少なくない。

複雑な疾患の診断・治療に際しては問題点を正確に把握して他科医師に相談する能力を身につけ
る。また、内分泌代謝疾患の治療には患者教育が不可欠であり、そのためにはチーム医療が有用
である。チーム医療における医師の役割を理解し、他職種の担当者と協力を得ながら、疾患の治
療だけでなく生活環境や福祉の問題をも含めて患者を全人的に支援する方法を習得する。

　　（3）問題対応能力
　　　　�　個々の患者における診断・治療にかかわる問題点を把握し、問題解決に必要な情報の収集と利

用方法を習得する。自己研鑽に努める姿勢を身につける。
　　（4）安全管理
　　　　　医療事故の危険性を常に念頭におき、あらゆる機会を通じて予防のための方策を身に付ける。
　　（5）症例呈示
　　　　�　医師には的確な患者情報の説明と意見交換ができる能力が必要である。症例検討会やチーム医

療での討論あるいは学術集会での症例報告を通じて、的確に症例を提示できる能力を身に付ける。
　　（6）医療の社会性
　　　　　保健医療制度を理解し、適正な医療を提供するための知識を身につける。

　 2 ．経験目標
　　�　厚生労働省の定めた新しい臨床研修制度における「臨床研修の到達目標」と日本内科学会認定内科
専門医制度研修カリキュラムによる研修項目に準拠する。

　　経験目標
　　（1）糖尿病の成因、分類、病態生理について習熟理解し、診断、治療方針を提示しうる。
　　（2）糖尿病の食事療法の栄養箋を自ら作成し、指導できる。

内分泌代謝内科



51−　　−

　　（3）糖尿病の運動療法の適応を理解し、指導できる。
　　（4）糖尿病の薬物療法を正しく選択し、適正な血糖管理ができる。
　　（5）血糖自己測定、インスリン自己注射、インクレチン製剤自己注射の指示ができる。
　　（6）糖尿病網膜症の眼底所見を評価、分類し患者に正しい指導ができる。
　　（7）初歩的な糖尿病性神経障害の検査を実施評価できる。
　　（8）糖尿病性腎症の臨床的診断ができる。
　　（9）糖尿病性腎症の食事療法、薬物療法を理解し、患者に指導できる。
　　（10）糖尿病性大血管障害の意義を理解し、必要な検査を指導医のもとで実施できる。
　　（11）糖尿病性昏睡の診断ができ、指導医のもとで適切な対応ができる。
　　（12）甲状腺疾患の病態を理解し治療法の選択、副作用に対する反応ができる。
　　（13）クッシング症候群の診断に必要な検査計画と結果の評価ができる。
　　（14）原発性アルドステロン症の診断に必要な検査計画と結果の評価ができる。
　　（15）褐色細胞腫の診断に必要な検査計画と結果の評価ができる。
　　（16）副甲状腺疾患の診断に必要な検査計画と結果の評価ができる。
　　（17）水・電解質異常の診断に必要な検査計画と結果の評価ができる。
　　経験目標のうち内分泌代謝内科で実施可能な検査項目
　　（注）単独で行ってよい行為であっても方法に習熟するまでは、指導医のもとで行う。
　　　　��単独で行ってはいけない行為であっても指導医が許可した場合は可能である。

単独行為　可 単独行為　不可

（1）基本的な身体診察法
　　①内科的一般身体所見の取り方
　　　（バイタルサイン、視診、触診、聴診、打診）
　　②頻度の高い内分泌代謝疾患特有の診察

○

○

（2）基本的な臨床検査
　　①尿一般検査（尿糖、尿蛋白、ケトン体など）
　　②血糖検査
　　③生理検査
　　・心電図
　　・腹部超音波
　　・ABPI の測定
　　・甲状腺超音波検査
　　④内分泌代謝疾患領域における各種画像診断
　　・骨、軟部組織レントゲン
　　・トルコ鞍の拡大・変形、アキレス腱肥厚など
　　・CT、MRI などによる内分泌腫瘍の局在診断
　　・核医学検査
　　・選択的副腎静脈サンプリング検査
　　⑤ホルモン日内変動
　　⑥各種ホルモン負荷試験
　　・視床下部−下垂体前葉機能検査
　　　CRH、GRH、TRH試験、LHRH試験
　　　ブロモクリプチン試験、インスリン低血糖試験
　　・下垂体後葉機能検査
　　・高張食塩水負荷試験、DDAVP 試験
　　・甲状腺機能検査
　　・副甲状腺機能検査

○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○

○

○
○

●

●
●

●
●
●

●

●
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　　・副腎機能検査
　　・性腺機能検査
　　⑦インスリン分泌刺激試験
　　・75g 経口ブドウ糖負荷試験
　　・経静脈的ブドウ糖負荷試験
　　・グルカゴン負荷試験
　　⑧インピーダンス法による体脂肪測定

○
○
○
○
○
○
○

（3）基本的手技
　　①末梢静脈採血、穿刺、確保
　　②中枢静脈採血、穿刺、確保
　　③動脈血採血
　　④尿道バルーンカテーテル挿入、留置
　　⑤胃管挿入
　　⑥局所麻酔
　　⑦血液透析用カテーテル挿入、留置
　　⑧気管内挿管、動脈穿刺、心肺蘇生法

○

○
○
○

●

●
●
●

　 3 ．研修期間
　　　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じて、2～ 3カ月間の研修を行う。

　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月 病棟業務 教授回診・治療方針検討会

火 病棟業務 病棟業務

水 病棟業務 病棟業務・症例検討会

木 病棟業務 病棟業務

金 病棟業務 病棟業務

土 病棟業務

日

　 5 ．定員
　　　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じる。

　 6 ．指導体制
　　�　主に病棟での診療を担当する。主治医（研究員）、チーフレジレント（主任病棟医）、受持ち医、看
護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士からなる診療チームに参加し、主治医、受持
ち医の監督下に研修する。研修が進み、許可された者は、受け持ち医を務める。診断、治療方針の決
定、治療効果の評価は主治医（指導医）と共に行い、回診や治療方針検討会において科長（代理）、
指導医のチェックを受ける。外来診療は原則として行わない。
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　　　2020 年度内分泌代謝内科スタッフ
氏　名 職位・役職 専門分野 専門医資格

七里　眞義 主任教授
科長

内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医
日本内分泌学会専門医・指導医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本高血圧学会専門医・指導医
日本腎臓病学会専門医

高野　幸路 診療教授 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定総合専門医・指導医
日本内分泌学会専門医・指導医

鎌田　裕二 診療准教授 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医
日本内分泌学会専門医・指導医
日本糖尿病学会専門医・指導医

市川　雷師 診療講師
外来主任

内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定総合内科専門医・指導医
日本内分泌学会専門医
日本糖尿病学会専門医・指導医

小川　顕史 診療講師
病棟主任

内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医・指導医

土岐　卓也 助教 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医
日本内分泌学会専門医
日本糖尿病学会専門医

鈴木　陽彦 助教 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医
日本内分泌学会専門医
日本糖尿病学会専門医

的場　健太 助教（研究員）
臨床検査診断学

内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医

白川　理永 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

小阪満里絵 助教 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

藤井　里江 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

大畠　康宏 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

清水　順也 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

藤嶋　　伶 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

一島由加子 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般

大野　香里 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般

小田　　慧 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般

下鑪　秀聡 助教（病棟医） 内分泌代謝内科全般

守屋　達美 教授
（健康管理センター）

内分泌代謝内科全般 日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本内分泌学会専門医・指導医
日本腎臓学会腎臓専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
日本病態栄養学会病態栄養専門医

松原まどか 助教（研究員）
健康管理センター

内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医

平井　法博 非常勤講師 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医

鎌田梨衣那 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会総合内科専門医
日本糖尿病学会糖尿病専門医
日本内分泌学会専門医

栁澤　真実 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医

木内　久美 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医
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氏　名 職位・役職 専門分野 専門医資格

正木　嗣人 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医
日本内分泌学会専門医

川村沙友希 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医

桃園　　明 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医

佐々木紗也加 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医
日本内分泌学会専門医

田口　　朋 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

坂東　　慧 非常勤 内分泌代謝内科全般 日本内科学会認定医

　 7 ．評価方法
　　�　登録指導医および臨床指導医が基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じて、研修評価ノ
ートを作成し評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　北里大学病院病院長名の「修了証書」を発行し、研修プログラム修了の認定とする。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　　卒後臨床研修プログラムに対応できるよう個別の相談に応じる。
　　�　内分泌代謝内科の後期臨床研修プログラムへの参加、後期研修 1年目の研修についての希望、大学
院への入学などについては個別の相談に応じる。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　後期研修の初期 1～ 2年間は内科学の全領域を研鑽し、その後内分泌代謝内科の専門医を目指すの
が一般的である。研修の場は大学病院、教育関連病院いずれでも可能である。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　内分泌代謝内科
　　　鎌田　裕二
　　　e-mail：ykamata@med.kitasato-u.ac.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院循環器内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　北里大学病院心臓血管センターは、年間約 2,000 例にのぼる心臓血管疾患患者の入院があり、卒後
臨床研修において、その急性期初期治療から退院後の社会復帰に至るまでの全行程に携わることがで
き、我が国でもトップクラスの臨床研修を積むことが可能な施設である。

　　�　本研修プログラムでは、その特長を生かし、循環器疾患の初期対応から慢性期治療に至る診療を修
得することを目標としている。心臓救急患者の急性期診療から慢性期診療に至る一連の診療業務を担
当することにより、必要な診断法や治療法の実際を、病棟主治医（当科の研究員で構成）や指導医の
下で修得する。心臓カテーテル診療をはじめとする観血的手技の修得は、個人の能力に応じて対応し
ている。

　 1 ．行動目標
　　医療人としての必要な基本姿勢・態度を修得する。
　　（1）患者−医師関係
　　　　�　患者から学ぶという姿勢を基本として、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。
　　（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、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーと協調して医療を遂行できる。
　　（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付ける。
　　（4）リスク管理
　　　　�　リスク管理の方策を身に付け患者および医療従事者としてリスク管理が行き渡った安全な医療

を遂行する。
　　（5）症例呈示
　　　　チーム医療の実践と自己臨床能力向上に不可欠な症例呈示と意見交換、検討ができる。
　　（6）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。
　　　　特に、循環器内科の研修を通して目指す医師像を以下に記す。
　　　　①自らが責任をもって考え解決法を探ることのできる医師
　　　　　・�患者の病歴聴取、身体理学所見、検査データを的確に把握して考察し、問題点を明らかにし

て医療チームのなかで症例提示や検討が充分に行える。
　　　　　・そのために、カルテ記載が的確にできる。
　　　　　・�臨床上の疑問点を解決する姿勢を常に持ち、そのための情報収集と EBM（Evidence�Based�

Medicine）の適応を判断する能力を修得する。
　　　　②医療事故をおこさない医師
　　　　　�　患者に医療行為を行う前に、潜在的なリスクを洗い出し、安全確認を行う習慣を身につけさせる。
　　　　　・行為に関する確認：患者確認、部位確認、説明確認

循環器内科
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　　　　　・薬剤に関する確認：薬剤名確認、投与経路確認、投与量確認
　　　　　・機器に関する確認：適正仕様確認、操作法確認、警告注意確認
　　　　③救急の現場で自信をもって対応できる医師
　　　　　・�内科救急、特に循環器救急の現場を数多く経験し、循環器救急医療および緊急事態への適切

な対応を修得できるようにする。
　　　　　・一次救命処置、二次救命処置を実施できるようにする。
　　�　以上を修得するとともに、患者や家族との人間関係を健全に保ち、信頼関係が構築できる医師を目
指し、医療チームのメンバーとして協調性を持ち、リーダーとしての実力、品位、姿勢を身につける
ことを目標としている。

　 2 ．経験目標
　　�　循環器内科診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に対して、責任をもって適切な対応がとれるように経
験を積む。

　　・正確な病歴聴取と的確な身体理学所見の把握から、適切な鑑別診断の方向付けができる。
　　・胸部 X線、心電図、心臓超音波検査の実際的診断力を獲得する
　　・心筋虚血や心不全の診断と治療の実際を学ぶ
　　・致死性不整脈の診断と治療の実際を学ぶ
　　・高血圧の診断と治療の実際を学ぶ
　　・動脈硬化性疾患の診断と治療の実際を学ぶ
　　・心臓救急についての知識と心肺蘇生術に精通する
　　・再生医療について学ぶ
　　・循環器疾患の一次予防、二次予防の実際を学ぶ
　　・抄読会、症例検討会および研究会の学術活動に参加する
　　�　経験すべき診断法、検査法、治療法、病態、疾患、予防について具体的な内容を以下に示す。各項
目にあげた、A、B、Cおよび○、△、×は以下の内容を意味する。

　　Ａ：必ず経験すべきもので、十分に理解、把握すべきもの
　　Ｂ：経験することが望まれ、概略の理解と把握が必要なもの
　　Ｃ：できれば経験すべきもので、概略の理解と把握が必要なもの
　　○：研修医単独で可能
　　△：�原則、病棟医および主治医以上と伴に行う（但し、項目によっては、初回に際して問題がなけれ

ば次回から研修医単独で可能な項目も含む。しかし、常時不明な点は確認する）。
　　×：研修医単独では不可
　　Ａ．修得すべき診療法、検査、手技

医療面接 A ○
専門的な理学所見 A ○
医療記録 A △
診療計画 A ×
静脈採血、動脈採血 A △
胸部腹部レントゲン読影 A ○
心電図 A ○
トレッドミル運動負荷試験 A ×
ホルター心電図 A △
心音・心機図解析 A △

心臓超音波検査 A △
心臓カテーテル検査 C ×
スワンガンツカテーテル検査 B ×
心臓核医学検査 C ×
Head-up�tilt 試験 A ×
過呼吸検査 A ×
寒冷昇圧試験 A ×
CT（造影）、MRI A ×
胸腔、心嚢穿刺 C ×
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　　Ｂ．修得すべき症状・病態・疾患

　　Ｃ．修得すべき治療法

　　Ｄ．修得すべき予防法
循環器疾患の一次予防 C
循環器疾患の二次予防 A

　 3 ．研修期間
　　�　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じて、定められた研修期間を履修できる。

　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月
ICU

教授回診
心カテ�
カンファ

病棟業務
不整脈

カンファレンス
病棟業務

火
ICU

教授回診
病棟業務

心臓血管
外科合同
カンファレンス

病棟業務

水
ICU

教授回診
病棟業務 カンファレンス

教授病棟
回診

症例検討会
抄読会

病棟業務

木
ICU

教授回診
心カテ�
カンファ

＊
外来診察 病棟業務

心エコー
カンファレンス

病棟業務

金
ICU

教授回診
病棟業務

心不全
カンファレンス

病棟業務

土
ICU

教授回診
病棟業務

日

胸痛 A
動悸 A
呼吸困難 A
浮腫 A
咳嗽・痰 A
発熱 A
めまい・失神 A
嘔気・嘔吐 A
心肺停止・ショック A
心不全 A
意識障害 A
不整脈 A

心臓突然死 B
血圧異常、主に高血圧症 A
虚血性心疾患 A
弁膜症 A
心筋心膜疾患 B
心臓腫瘍 C
肺性心 B
先天性心血管奇形 C
大動脈疾患 A
末梢動脈静脈・リンパ管疾患 A
心臓神経症 C

心臓救急処置 A ×
薬物治療の専門的事項 A ×
向精神薬、麻薬の処方 A ×
末梢静脈カテーテル留置 A △
中心静脈穿刺 A ×
尿道カテーテル留置 A △
胃管カテーテル留置 A ×
動脈ライン留置 B ×
管注、静脈注射 A △
深部動脈、静脈止血 A ×

胸腔、心嚢穿刺 C ×
胸腔ドレーン留置 C ×
心臓カテーテル治療術 C ×
一時的ペースメーカー C ×
大動脈バルーンパンピング C ×
経皮的心肺補助 C ×
血液透析 C ×
心血管手術適応の決定 A ×
心臓リハビリテーション B ×
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� ＊�習得すべき主な症状・病態・疾患に準じて、緊急入院症例に関してプライマリーケアから随時
診療に加わる。

　

　 5 ．定員
　　　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じる

　 6 ．指導体制
　　�　病棟主治医（当科の研究員で構成）を指導医として研修を行う。また、病棟チーフおよびそれに準
じる病棟医がその補佐を行い、虚血、心不全、不整脈の各専門スタッフにコンサルトできる。研修医
は、看護師、理学療法師、病棟薬剤師、病棟栄養士および上級医師によるグループ診療において主要
なメンバーとして研修を行う。また、教授回診、各カンファレンスや症例検討会、抄読会において、
症例呈示および討論する能力を養う。また、研究会や学術集会に積極的に参加してもらう。

　 7 ．評価方法
　　�　登録指導医および臨床指導医が基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに準じて、研修評価票を
作成し評価する。研修医は研修修了認定に必要な提出物を研修科修了ごとに提出すること。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　�　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムの修了は研修管理委員会において認定される。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　（1）�研修医の希望に沿うように、また個人の能力に応じて経験目標に掲げた、Ａ．修得すべき診療法、

検査、手技、Ｂ．修得すべき症状・病態・疾患、Ｃ．修得すべき治療法、Ｄ．修得すべき予防法、
には、病棟医、主治医、各責任担当者の管理下に幅をもたせた対応を可能としている。

　　（2）�症例報告、臨床研究など、カンファレンス、症例検討会、抄読会、研究会や学術集会への参加を
援助、促進している。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　　当科では、循環器内科キャリアデザインに示す 3つのコースを推奨している。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　循環器内科
　　　阿古　潤哉
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院腎臓内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　腎臓は、水・電解質バランスの維持、窒素代謝産物や薬物の排泄、酸塩基平衡の維持など生体環境
の維持に重要な役割を果たしており、輸液療法、腎機能障害時の管理、腎障害の原因などについて学
ぶことは、医師として活躍するために必須です。

　　�1�）�腎炎、尿細管間質性疾患から比較的重度の急性 · 慢性腎不全、それに伴う全身の合併症の診療を
行うので、多様な病態や合併する疾患を経験します。循環器疾患、内分泌代謝疾患、自己免疫疾
患を中心に主要な内科疾患を学びます。

　　�2�）�腎不全、自己免疫疾患、循環器疾患、ショック等多様な病態に対して血液浄化療法（血液・腹膜
透析及び濾過透析、血漿交換、免疫吸着、エンドトキシン吸着など）を経験します。

　　�3�）�腎移植医療（主に移植後合併症）を経験します。

　　腎疾患の診療を通じて、問題発見・解決能力、自己学習能力を涵養する事に特に力を入れています。

　 1 ．行動目標
　　（1）問題解決型診療システムを活用した診療ができる。
　　（2）内科疾患のプライマリーケアと診断・治療を身につける。
　　（3）腎疾患患者に合併する全身諸臓器合併症の診断・治療を身につける。
　　（4）�治療研究（controlled� randamized� trial� :�CRT）の結果を基礎に、患者状況を考慮して実践的治療

計画を作製し、実施する。

　 2 ．経験目標
　　（1）原発性糸球体腎炎および尿細管間質性腎炎（必修）
　　　　�IgA 腎炎、微小変化型ネフローゼ症候群、巣状糸球体硬化症、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、

急速進行性糸球体腎炎、尿細管間質性腎炎など
　　（2）慢性腎不全（必修）
　　　　①保存期～多様な腎疾患の検索と進行抑制の管理
　　　　②末期～保存期から腎代替療法への導入含めて
　　　　　�慢性腎炎、慢性尿細管間質性腎炎、糖尿病性腎症、のう胞腎、腎硬化症など多様な疾患を扱い

ます。
　　　　③維持透析期～全身合併症の管理
　　　　④腎移植周術期～合併症治療（拒絶反応、全身的合併症等）
　　（3）急性腎不全
　　　　腎前性、腎性、腎後性の症例を受け持ちます。
　　（4）全身性疾患の腎障害（必修）
　　　　①代謝異常による腎障害
　　　　　（糖尿病性腎症、痛風腎、アミロイド―シス、骨髄腫腎）
　　　　②膠原病、血管炎関連、クリオグロブリン血症の腎障害

腎臓内科
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　　　　③遺伝性腎疾患（アルポート症候群、ファブリー病、多発性のう胞腎など）
　　（5）水・電解質代謝疾患・酸塩基平衡異常（必修）
　　　　①脱水、溢水、②Na代謝異常、K代謝異常、Ca・P代謝異常など
　　　　③酸・塩基平衡異常―尿細管性アシドージス、代謝性アシドージス、代謝性アルカロージス
　　　　＊）�外来診療と併せて、尿細管機能異常（バーター症候群、ギッテルマン症候群等）、内分泌疾

患（原発性アルドステロン症など）などが経験できます。
　　（6）血圧異常（必修）
　　　　本態性高血圧症、二次性高血圧症、悪性高血圧症
　　（7）循環器疾患
　　　　急性・慢性心不全（必修）、弁膜症、虚血性心疾患
　　（8）呼吸器疾患
　　　　主に呼吸器感染症／ウイルス性、細菌性、真菌性な
　　（9）消化器疾患
　　　　胃・十二指腸潰瘍、慢性C型肝炎、慢性B型肝炎、肝硬変、胆のう炎
　　（10）神経疾患
　　　　脳血管障害、基礎疾患に関連する神経疾患

　 3 ．研修プログラムの内容
　　（1）病棟診療……………………………………4週間ないし 8週間
　　　　・腎疾患および合併症の患者を受持って、チーム診療を行なう。
　　　　・診断・治療の良い経験を重ねる。
　　　　・腎機能障害時の薬剤投与法を身につける。
　　　　・輸液療法を身につける。
　　　　・腎移植の基本知識と術後合併症を学ぶ。
　　（2）血液浄化センター診療……………………病棟診療と同時期に行う。
　　　　多様な血液浄化療法、腹膜透析療法の実際を学ぶ。
　　（3）腎生検………………………………………水曜日午前 10 時 30 分～
　　　　腎生検の補助を行い、手順、リスクなどの実践を経験する。
　　（4）腎生検組織検鏡……………………………概ね月曜、火曜午後
　　　　腎生検組織を検鏡しカンファを行う。
　　（5）入院患者チャートカンファレンス…………水曜日午後 1時～ 4時
　　　　入院症例をスタッフと共に検討し、診断、治療の方針について討論。
　　（6）血液浄化センターモーニングカンファレンス…
　　　　火曜、水曜午前 8時 15 分～ 9時
　　　　血液浄化センターでの透析療法に関係する諸問題の検討。
　　（7）症例検討会……診断、治療に難渋した症例等について、隔週にて 1～ 2症例を全員で討論。
　　（8）医学部学生指導……臨床実習の医学部学生への症例説明やプレゼンテーションの指導
　　（9）学会、研究会での発表……症例報告を必ず行うように努める。

　 4 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　話：042−778−7646
　　ＦＡＸ：042−778−7824
　　北里大学病院　腎臓内科
　　　竹内　康雄
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院血液内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　ローテーションのコースの種類に関わらず、入院患者の診断と治療の基本が体得できるような指導
体制をとっている。初期研修期間に 2カ月以上の選択が望ましい。初期研修 1年目に 2カ月選択して
いても、初期研修 2年目に、さらに数カ月追加研修できるコースもある。

　　�　血液内科では、内科診療に欠かせない多くの手技を体得できる。上位医師の指導のもとに手技を積
極的に施行できるように配慮している。具体的には、骨髄穿刺、骨髄生検、胸腹水穿刺、ルンバール、
CVカテ挿入、無菌管理等である。また、治療としては、種々のプロトコールに従った抗がん薬化学
療法、支持療法として抗菌薬治療、各種合併症への対応処置、輸血・輸液療法、分子標的療法、免疫
抑制療法、そして造血幹細胞移植の体得である。

　　�　血液疾患自体は比較的特殊な側面もあるが、支持療法としての抗菌薬の使い方、全身管理など一般
内科医（General�Physician）に必要な内容を一通り学べることや、他のほとんどすべての診療科と連
携しうる科なので、選択研修を終えた研修医からの評価は大変よく、General�Physician（GP）を目
指す医師の研修先としても推奨する。

　 1 ．行動目標・到達目標
　　�　�2 カ月の研修プログラムを通して、以下の 10 項目をすべて習得することを行動目標・到達目標と
している。

　　（1）�患者およびその家族とのコミュニケーションを密にとり、内科医として全人的な医療を実践でき
る臨床能力を体得する。

　　（2）�血液疾患患者は、非常に多岐にわたる病像を呈するので、病棟診療を通して、循環器、消化器、
呼吸器、腎臓、代謝内分泌、自己免疫、神経、感染症の各分野の基本的な知識と診療技術を習得
する。診療録の記載法を学ぶ。

　　（3）�頻度の高い血液疾患（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、貧血、出血性疾患）に対する診断
と治療を体得する。

　　（4）�血液悪性腫瘍患者の診療を通して、癌の診断学や抗癌薬の使用法など臨床腫瘍学の基本を習得する。
　　（5）出血傾向や血栓症に対する、診断と治療の基本を習得する。
　　（6）補助療法としての抗生物質の使用方法、サイトカイン療法、輸血療法を習得する。
　　（7）無菌管理や造血幹細胞移植の実際を体得する。
　　（8）悪性腫瘍治療のインフォームドコンセント、緩和ケアおよびターミナルケアを体得する。
　　（9）「医療事故を起こさない、起こさせない」という理念のもと、リスクマネージメントを習得する。
　　（10）他職種スタッフとのチーム医療の実際を学ぶ。

　 2 ．経験目標
　　  【経験すべき診察法・検査・手技・治療】
　　　・診　察　法：�表在リンパ節腫脹の触診、肝脾腫の触診、貧血、出血・血栓傾向の身体所見、一般

神経所見、眼底検査
　　　・検　　　査：�末梢血採血結果の評価、末梢血液像／骨髄像の判読と評価、感染症関連検査、骨髄、

血液内科
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リンパ節の染色体分析、遺伝子解析結果の解釈、フローサイトメトリ結果の評価
　　　・画像の読影：�CT、MRI、PET、胸部 XP、超音波検査、心電図、心エコー、全身骨 XPの基本的

な判読
　　　・手　　　技：�骨髄穿刺、骨髄生検、胸腹水穿刺、ルンバール、CVカテ挿入、無菌管理
　　　・治　　　療：�種々のプロトコールに従った化学療法、支持療法として抗菌薬治療、各種合併症へ

の対応処置、輸血・輸液療法、分子標的療法、免疫抑制療法、がんの免疫療法、そ
して造血幹細胞移植の体得

　　  【経験すべき症状・病態・疾患】
　　　・症　　　状：�貧血、出血傾向、血栓傾向、感染症にともなう身体症状の所見、神経所見、皮膚所

見（皮診）、リンパ節脛大
　　　・病　　　態：�発がんのメカニズム、止血血栓分野の疾患の病態、血液腫瘍細胞の増殖や浸潤のメ

カニズム、自己免疫、感染免疫、同種免疫、腫瘍免疫、がん幹細胞
　　　・疾　　　患：�血液悪性腫瘍（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群）、再生

不良性貧血、溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病など
　　  【特定の医療現場の経験】
　　　�　自己末梢血幹細胞移植（連続血球分離装置による末梢血幹細胞採取と超大量抗がん薬療法、造血

幹細胞移植術の習得）、無菌管理（完全無菌室、準無菌室）

　 3 ．研修期間
　　�　8 週～ 9週、おもに血液内科病棟で研修。1年目にローテーションした後、2年目の選択科目として、
2回のローテートも可能で、能力に応じて advanced�course として指導する。

　 4 ．研修内容
　　  【研修体制】
　　　・研修医 1名に対し、主治医 1名、指導医（チームリーダー）1名がつく。
　　　・受持ち患者数は、3～ 6名である。
　　　・受持ち疾患に偏りがないように配慮する。
　　　・�カンファレンス（チャートカンファレンス、新患カンファレンス、骨髄カンファレンス、リンパ

腫病理勉強会）に参加する。
　　  【研修上の注意点】
　　　・�主治医、指導医との連携を密にとり、不明な点は必ず確認をとり、検査、治療の計画および実施

がミスなく施行されるように心掛ける。
　　　・後期研修への繋ぎのために、問題解決型の医師になれるよう研鑽を積む。
　　　・各種カンファレンスにおいては、簡潔で整理されたプレゼンテーションができるように訓練する。
　　　・多忙な日常業務のなかでも、診療録への記載も重要な業務であることを意識し、実施する。
　　　・退院時サマリーは、できれば 2日以内、遅くとも 2週間以内に完成させる義務がある。
　　  【研修医評価】
　　　・研修医は研修手帳によって新研修プログラムの項目の達成度を自己評価する。
　　　・�研修医の評価は、上述の到達目標に基づいて評価用紙を作成し、指導医および科長によりなされ

る。研修修了までに基本事項が研修されるように、指導者側も定期的にチェックをいれ、場合に
よっては集中的に特訓期間をもうける。

　　  【学会発表】
　　　・�受持った患者に関する症例報告を、内科学会関東地方会、血液内科関連研究会、および日本血液

学会地方会および総会の筆頭演者として発表する機会を設け、学会発表をサポート、指導する。
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　 5 ．連絡先
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9847
　　北里大学病院　血液内科科長　鈴木　隆浩
　　e-mail：hematol@med.kitasato-u.ac.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院脳神経内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　到達目標は、頭痛・めまい・しびれなどの神経学的徴候を訴える患者に対し、問診および神経所見
から適切な検査をオーダーし、鑑別疾患が挙げられるようになる事と、意識障害や脳血管障害などの
神経救急症例の診断、初期治療および的確なコンサルトが出来るようになることを目標とする。

　　�　北里大学医学部脳神経内科学の特色は、全国でも有数の病床数を有し、脳血管障害から神経難病ま
で多彩な神経疾患を幅広く診療できることにある。実際の症例を担当することで得られる知識と経験
は、他の施設では得がたいものである。

　 1 ．行動目標
　　�　様々な神経疾患患者の神経所見のとり方や、画像診断・生理機能検査の読み方、腰椎穿刺を含めた
検査の活用が出来る。

　　�　神経疾患の初期治療および専門医への的確なコンサルトが行える。

　 2 ．経験目標
　　（1）�意識障害を有する患者（脳血管障害・中枢神経感染症・自己免疫性疾患など）を担当し、刻々と

変化する神経所見の診察と病巣診断を行い、画像・生理学的検査の結果を含めて鑑別診断を考え、
主治医とともに治療方針を決定し、施行する。

　　　　�　特に脳血管障害・髄膜炎・脱髄性疾患等の患者を受け持ち、神経救急症例に対応できる能力を
養う。

　　（2）�慢性進行性の神経難病患者に対する接し方や、病名告知、神経診察方法、在宅支援などを経験す
る。

　　　　�　パーキンソン病・多発性硬化症・脊髄小脳変性症・慢性炎症性多発神経炎・筋萎縮性側索硬化
症などの神経難病の診断と告知・治療を経験する。

　　（3）�一般外来でも多くみられる頭痛やめまい、しびれに対する診断の進め方を経験する。特に頭痛の
診療に関しては、内科総合外来や頭痛外来を見学し、診察の進め方や注意点を学習する。

　　　　�　研修医は単独で治療決定や腰椎穿刺や病名告知は行わず、必ず主治医もしくは病棟チーフと共
に行う。研修初期の神経診察も、主治医もしくは病棟チーフの診察に同席し、学習する。日々の
神経診察は各自で行い、カルテに記載する。

　 3 ．研修期間
　　　�2 カ月間（二年目研修で希望すればより長期も可能）

脳神経内科
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　 4 ．週間スケジュール（予定）
8 時 30 分 9 時 ※11 時 30 分～ 13 時 15 時 16 時 17 時

月 morning
conference

チーム
カンファレンス

火 morning
conference

チーム
カンファレンス

水 morning
conference

チーム
カンファレンス

木 8時 30 分～
チャートカンファレンス ※11 時 30 分～ 13 時～大学病院回診 合同

カンファレンス

金
※7時 45分～

チーム
カンファレンスmorning

conference
土

　 5 ．定員
　　　4～ 12 名

　 6 ．指導体制
　　�　複数の主治医・受け持ち医によるチーム制で患者の診断・治療方針の決定を行い、チャートカンフ
ァレンス・回診で教授以下全員により診断と治療方針のフィードバックを受ける。

　　�　緊急入院症例では、チーフと共に診察・初期治療を行い、その後主治医と共に精査・加療の方針を
決定する。

　　�　様々な処置や疑問に対する問題にはチーム内の病棟医・主治医及びチーフ・サブチーフが対応する。
さらなる検討を有する教育的な症例は症例検討会で議論し、学会報告などを行う場合もある。

　 7 ．評価方法
　　　評価医として登録済みの指導医が、研修プログラムに沿って公平に評価し登録する。

　 8 ．研修プログラム終了の認定
　　�　研修終了時に各主治医とチーフから総括をもらい、評価医が総括し、教授がプログラム修了を認定
する。

　 9 ．その他
　　�　神経疾患診療の醍醐味に少しでも触れ、今後の日常診療に役立てる事を期待する。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　脳神経内科学に入局希望の場合は、2年間の研修プログラム終了後に、病棟医研修 4年間のコース
もしくは大学院のコースに進む。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−6400
　　北里大学病院　脳神経内科
　　　阿久津　二夫



66−　　−

 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院膠原病・感染内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目標・特色）

　　�　膠原病・感染内科では膠原病アレルギー疾患、リウマチ性疾患そして感染症の診療を行っている。
2019 年度は外来患者延数 26,089（純初診患者数 322）名、入院病床数 25 床を有し、新入院患者数
368 名の診療を行った。関節リウマチなどのリウマチ性疾患、膠原病とその類縁疾患（全身性エリテ
マトーデス、強皮症、多発性筋炎、血管炎症候群、ベーチェット病など）や及び AIDS、マラリア、
敗血症などの特殊な感染症を診療するとともに、不明熱患者をはじめとする多様な患者のプライマ
リ・ケアをおこなっている。さらに膠原病・感染内科では、内科研修として日常診療で遭遇する病気・
病態に適切に対処できるような基本診察能力を身に付けること、膠原病リウマチ性疾患や感染症の診
療を通じて全身の全ての臓器についての診療の基本を身に付けることを目標とする。

　　�　膠原病やリウマチ性疾患、感染症のマネージメントについて専門的に研修する中で、全身の諸臓器
（消化器・呼吸器・循環器・内分泌代謝・腎・神経）の診療技術にも習熟しうる。

　　�　抗炎症剤、副腎皮質ステロイドホルモン剤、免疫抑制剤、生物学的製剤、抗菌薬など炎症・免疫及
び感染症に関与する薬剤の適切な使用法および副作用を学ぶ。

　　　原則として、指導医（主治医）1人に 1～ 2名の研修医がついて 2カ月間の研修を行う。

　 1 ．行動目標
　　（1）�関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなどのリウマチ性疾患、全身性感染症などの診療を通じ

てプライマリ・ケアに必要な診断・治療を身に付ける。また、患者に対して診断治療を説明する
インフォームドコンセントの技法を身につける。

　　（2）�膠原病・感染内科病棟で入院患者を受け持つことにより、患者の適切な病歴の聴取と記録の作成
ができるようになる。

　　（3）�病棟受け持ち患者の診療を通して保険診療、福祉医療に配慮した診療の計画の立案ができるよう
になる。

　　（4）病棟での回診、カンファレンスを通じて症例の呈示と討論ができるようになる。
　　（5）�膠原病患者の診療を通じて、骨関節症状、免疫異常を呈する全身性疾患のマネージメントができ

るようになる。特に、生物学的製剤などの最先端の医薬品からスタンダードな副腎皮質ステロイ
ド、免疫抑制剤の適切な使用と副作用への対応ができるようになる。また、これらの薬剤の副作
用への対応としてステロイド骨粗鬆症・PCPなどの日和見感染の予防と対応に習熟できる。

　　（6）�感染症患者を受け持ち感染症患者に対する検査、抗生物質の選択などのマネージメントができる
ようになる。

　 2 ．経験目標
　　�　内科的プライマリ・ケアの必要な疾患、免疫異常を中心とした病態を有する患者の入院、外来診療
を経験する。

　　　経験が求められる疾患・病態
　　　Ａ．感染症
　　　　　ウイルス感染症

膠原病・感染内科
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　　　　　細菌感染症
　　　　　HIV 感染症
　　　　　真菌感染症（含、ニューモシスチス肺炎）
　　　　　性感染症
　　　　　寄生虫感染症
　　　Ｂ．免疫・アレルギー疾患
　　　　　関節リウマチなどリウマチ性疾患とその合併症
　　　　　全身性エリテマトーデスなど膠原病およびその類縁疾患とその合併症
　　　　　アレルギー疾患、血管系症候群
　　（1）�膠原病・感染内科病棟で膠原病患者における全身症状及び骨関節症状、発熱及び皮疹等を有する

感染症患者のマネージメントを学ぶ。全身の諸臓器についての基本的な診療についても学ぶ。
　　　　またそれに付随する検査、診療手技を学ぶ。
　　（2）�当直：内科全体の当直に参加し病棟医の指導の下プライマリ・ケアを経験する。
　　（3）�指導医の外来診療を見学し、外来における膠原病、感染症に関連するプライマリ・ケアを経験する。

　 3 ．研修プログラムの内容
　　（1）膠原病・感染内科病棟において主に研修を行う。
　　　　病棟では指導医（主治医）と病棟医、研修医（1～ 2名）で診療チームを形成する。
　　　　膠原病及び類縁疾患、リウマチ性疾患、感染症を有する患者を 3～ 4名を受け持ち研修する。

　　（2）勤務時間
　　　　当院の規定による。
　　（3）指導体制
　　　　診療チームで診断・治療にあたる。
　　　　チーム構成
　　　　指導医（主治医）
　　　　　　　↓
　　　　研修医（1～ 2名）受持患者　各 4～ 5名
　　　　�2�チーム　　　　���病床数　　各 14 ～ 15 床
　　　　計 27 床
　　　　　　指導医
　　　　　　　教　授　　山岡　邦宏（科長）
　　　　　　　助　教　　星山　隆行（感染管理室）
　　　　　　　講　師　　有沼　良幸（研究室主任）
　　　　　　　診療講師　東野　俊洋（病棟主任）、和田　達彦（外来主任）
　　（4）�研修医は科長回診、症例検討会、ジャーナルクラブ（外国専門誌抄読会）に参加する。通常科長

回診、チャート回診各週 1回、抄読会週 1回、症例検討会週 1回おこなっている。
　　（5）�プライマリ・ケアに役立つ膠原病、リウマチ性疾患、感染症の小講義を通じ必要な知識を修得する：
　　　　�①ステロイドホルモン剤の使い方　②抗炎症剤の使い方　③感染症の診方（HIV 感染を含む）・

検査の仕方　④自己抗体の臨床的意義　⑤抗生物質の使い方　⑥骨関節運動器の診察の仕方な
ど。

　 4 ．評価方法
　　　�2 カ月間に行われた診療行為をとおして行動目標、経験目標の達成を評価する。
　　　研修医は研修開始時に配布される書類に研修状況を記録し指導医及び科長が評価する。

　 5 ．研修医の処遇
　　　共通項目参照
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　 6 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　膠原病・感染内科
　　　東野　俊洋
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院呼吸器内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　北里大学病院の呼吸器内科の診療圏は、病院が位置する相模原市のみならず座間市、大和市、町田
市、海老名市におよんでいる。特定機能病院である大学病院の科として高度かつ専門的な医療を実施
しているが、診療圏の広さと地域人口の規模に対し呼吸器疾患を専門的に診療できる医療機関が少な
いため、いわゆるプライマリ・ケアの範疇に入るような疾患から極めて稀な専門的な疾患まで広くか
つ多くの疾患を診療対象としている。

　　�　従って臨床研修において必要な日常頻繁に遭遇する呼吸器疾患は、当科の研修で十分経験する事が
可能であり、さらに肺癌の内科治療を始め専門的な疾患も数多く経験することができる。

　　�　呼吸器疾患症例は、加齢や他疾患の合併症として発症するものも多く、基礎疾患の治療や治療過程
において呼吸管理以外の全身管理を必要とする場合も多いため、内科全般の知識や経験が要求され、
幅広い研修となる。

　　�　また、呼吸器疾患では、呼吸困難や胸痛などの生命的な不安を生ずる症状が認められ、精神的なケ
アに関しても研修することになる。

　　�　以上のような点から、当科における診療は、心身両面からの細やかな配慮が要求され、呼吸器内科
を志す者のみならず、プライマリ・ケアを志す者の研修の場としてもふさわしいものと考えられる。

　　　そして、研修修了後には当院の後期臨床研修プログラムへ進むことを勧めている。

　 1 ．行動目標
　　（1）患者−医師関係の確立
　　　　�　病棟での入院症例の受持医として、患者の疾患の理解、患者の個性、生活環境、社会環境、家

族環境を理解し、患者とその家族と良好な信頼関係を構築する。呼吸器疾患領域の入院症例では、
呼吸困難などの生命的危機感を持つ慢性呼吸器疾患や予後の限定された悪性腫瘍が多く、患者お
よびその家族からの精神的な面で医師に対し求められるものが多い。患者の持つ疾患とその環境
の特性を理解し、個々にあった対応の仕方、関係の構築について習得する。

　　（2）チーム医療
　　　　�　悪性腫瘍や慢性呼吸不全などの患者に対しては、チーム医療における医師の役割を理解し、

種々の専門職種とのコミュニケーションから患者の疾患治療のみならず社会・生活環境・福祉制
度など患者を全人的にサポートするための方法を習得する。また複雑な病態や他科にまたがる疾
患の治療に際しては、基本的な問題点を把握して先輩・同僚あるいは他科医師に的確に相談する
能力を身につける。

　　（3）問題対応能力
　　　　�　患者およびその疾患のもつ問題点を把握し、それを解決するための情報収集の方法とその情報

の個々の状況に即した適応について習得する。日々進歩する診療技術や知識を収集し、自己の能
力の向上に努める姿勢を身につける。

　　（4）安全管理
　　　　患者に対する医療事故の防止に加え、自己を疾患から守るための方法を身につける。

呼吸器内科
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　　（5）症例呈示
　　　　�　チーム医療にあっては、受持医としての的確な患者情報の提示が必要であり、症例を総括する

事は医師個々の臨床経験の把握と臨床能力向上に役立つものである。どのような疾患・患者であ
っても個性がありその特殊性や問題点を理解し、まとめることが臨床経験の蓄積のために必要で
ある。チーム医療での討論や学術集会での症例呈示を通して、症例の総括の仕方を習得する。

　　（6）医療の社会性
　　　　�　医療保険制度を理解し、患者にとって真に必要な医療を適切に提供できるように、種々制度の

理解を深めると共にチーム医療を介して情報の収集にあたる方法論を身につける。

　 2 ．経験目標
　　���（厚生労働省の定めた新しい臨床研修制度における「臨床研修の到達目標」および日本内科学会認定
内科専門医制度研修カリキュラムによる研修項目に準拠する。）

　　Ａ．呼吸器内科として経験すべき診察法・検査・手技
　　　（1）基本的な診察法と記載
　　　　　①一般内科としての診察法
　　　　　②呼吸器内科としての問診と診察法（視診、打診、触診、聴診法）
　　　（2）基本的な検査
　　　　　①動脈血液ガス分析の解釈
　　　　　②呼吸機能検査とその解釈
　　　　　③胸部画像診断（胸部単純 X線写真とＣＴの読影）
　　　　　④気管支鏡検査
　　　　　⑤喀痰検査（細菌学的検査、病理学的検査）
　　　　　⑥胸部超音波検査
　　　　　⑦胸部造影Ｘ線検査
　　　　　⑧核医学検査（換気血流、腫瘍）
　　　　　⑨終夜睡眠ポリグラフ
　　　（3）基本的手技
　　　　　①気道確保（気管内挿管など）
　　　　　②人工呼吸（マスク・バックによる）
　　　　　③心臓マッサージ
　　　　　④胸腔試験穿刺
　　　　　⑤胸腔ドレーン挿入
　　　（4）基本的治療法
　　　　　① nasal�CPAP
　　　　　②人工呼吸管理（IPPV、NIPPV）
　　　　　③持続胸腔ドレナージによる気胸、胸水の治療
　　　　　④気管支鏡による喀痰吸引
　　　　　⑤喀痰溶解剤、去痰剤の使用法
　　　　　⑥気管支拡張剤の使用法
　　　　　⑦呼吸器感染症の化学療法
　　　　　⑧吸入療法
　　　　　⑨抗癌剤による癌化学療法
　　　　　⑩癌の放射線治療
　　　　　⑪在宅酸素療法
　　Ｂ．呼吸器内科として経験すべき症状・病態・疾患
　　　（1）頻度の高い症状
　　　　　①咳嗽・喀痰
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　　　　　②胸痛
　　　　　③呼吸困難
　　　　　④動悸
　　　　　⑤発熱
　　　　　⑥浮腫
　　　　　⑦嗄声
　　　　　⑧喘鳴
　　　　　⑨意識障害
　　　　　⑩リンパ節腫脹
　　　（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重症感染症
　　　（3）経験が求められる疾患・病態
　　　　　①急性・慢性呼吸不全
　　　　　②呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎、結核性胸膜炎）
　　　　　③閉塞性肺疾患（慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息）
　　　　　④拘束性肺疾患（特発性間質性肺炎、肺線維症）
　　　　　⑤肺循環障害（肺血栓塞栓症）
　　　　　⑥異常呼吸（過換気症候群）
　　　　　⑦胸膜、縦隔、横隔膜疾患
　　　　　⑧肺癌と胸部腫瘍
　　　　　⑨睡眠時無呼吸症候群
　　　　　⑩アレルギー性肺疾患
　　　　　⑪気管支拡張症
　　　　　⑫肺性心・肺高血圧症

　 3 ．研修期間
　　　研修 1年目～ 2年目

　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月
13：30 ～科長回診
15：30 ～症例検討会

火

水
7：30��～肺癌治療検討会
9：00 ～気管支鏡検査

13：00 ～気管支鏡検査
17：00 ～胸部Ｘ線カンファレンス

木 15：00 ～チャートカンファレンス

金 9：00 ～気管支鏡検査 13：00 ～気管支鏡検査

土

日

　　　＊�上記の空いている時間帯で主治医と症例検討・回診を行う。
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　 5 ．定員
　　　北里大学病院の定める初期臨床研修医募集要項に準じる。

　 6 ．指導体制
　　�　病棟での研修が主体で、一人の患者に対し経験 7年以上の指導医（主治医）と経験 5 ～ 6年の主任
病棟医との 3人体制でチームを編成し診療にあたることを原則とする。一人の研修医は数名の患者の
受持医として診療にあたり、指導医あるいは主任病棟医と緊密な連携をとって研修する。

　　�　指導医は、行動目標、経験目標に従って研修医を指導し、必要により外来診療にも参加させる。
　　�　呼吸器内科では日本内科学会認定指導医、日本呼吸器学会認定指導医、日本呼吸器内視鏡学会指導
医等の指導資格を持つ医師が多数在籍し指導に当たっている。

　 7 ．評価方法
　　�　厚生労働省の定めた新しい臨床研修制度に従い、各科指導医の評価を基に北里大学病院卒後教育委
員会にて判定。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　�　初期研修修了後、北里大学病院病院長名の「修了証書」を発行し、研修プログラム修了の認定とす
る。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　�　後期臨床研修プログラムへの参加、北里大学医療系大学院への入学、教育連携病院への出向等に関
しては、個別に相談に応じる。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　初期研修プログラム修了後は、当院の後期臨床研修プログラムに参加し研鑽を重ねることを勧めて
いる。また、北里大学医療系大学院への入学、関連病院への出向も可能である。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　呼吸器内科
　　　三藤　　久
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院精神神経科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　本プログラムは、あらゆる精神神経系疾患および精神症状について一通りの経験を積むことができ
る充実した研修内容となっている。神奈川県の精神疾患救急医療システムの基幹病院であり措置入院
等を受け入れていることから、自傷他害のおそれのあるような患者が主な対象となる精神科救急を経
験することができる。一方、いわゆる精神科以外のプライマリ・ケアで出会うような軽症うつ病や不
安障害などの精神疾患、せん妄や不眠といった頻度の高い症状への対応も多く行っているため、精神
科医以外を志す研修医にとっても多くの学習が行える。また、精神疾患患者の身体合併症治療、精神
科アウトリーチチーム、精神科作業療法を実施していることも特徴である。

　　�　このように精神疾患の急性期から慢性期まで幅広く学べるようなプログラムとなっている。そし
て、治療においては薬物療法のみならず、面接やコミュニケーション技術、生活習慣への助言、社会
資源の活用など心理社会的治療の研鑽にも力を入れているため、バランスの取れた治療方針を学ぶこ
とができる。スタッフも各分野の専門家（https://kitasato-psychiatry.com/about/staff.html）がそろ
っており、専門外来としてはアルコール、薬物依存症・ギャンブル障害外来、認知症鑑別外来、てん
かん外来、睡眠障害外来、口腔心身症外来、クロザピン外来などを置いている。専門家と気軽に相談
が行える環境にあることから、研修医の疑問への対応は極めて早いと思われる。また、指導医になり
うる医師も豊富であり、研修医１名に１名の指導医という体制で研修が行われる。

　　�　2020 年 4 月に北里大学東病院は北里大学病院へ移転・統合したが、現在も入院病棟は精神科救急
入院料病棟（いわゆるスーパー救急病棟）を有し、外来診療についてもほぼそのままの規模で移転し
た。診療実績としては、年間の入院患者数は 378 人。その内訳はうつ病、躁うつ病などの気分障害圏
114 人、統合失調症圏 135 人、神経症圏 59 人、認知症などの器質性精神障害は 18 人。外来において
は初診・再診を含めた 1日平均外来患者数は 300 人を超えている。

 III ．研修プログラムの目標

　 1 ．一般目標
　　�　精神症状を把握し、精神科診断を行い、自ら治療する能力を身につけるか、専門家にコンサルトす

るためにスクリーニングする能力を身につける。対象となる精神症状は精神科受診患者以外でもみら
れやすいものとする。

　　（1）行動目標
　　　　・医療面接
　　　　・医療の社会性
　　　　　　保健関係法規、医療保険、公費負担
　　　　　　医の倫理、生命倫理

精神神経科
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　　（2）経験目標
　　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　　（1）基本的な診察方法
　　　　　　精神面の診察ができ、記載できる
　　　　（2）基本的な臨床検査
　　　　　　神経生理学的検査法（脳波）
　　　　（3）医療記録
　　　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　　　（1）頻度の高い症状
　　　　　　不眠（レポート提出要）、不安・抑うつ
　　　　（2）緊急を要する症状・病態
　　　　　　精神科領域の救急
　　　　（3）経験が求められる疾患・病態
　　　　　　症状精神病
　　　　　　認知症（血管性認知症を含む）（レポート提出要）
　　　　　　アルコール依存症
　　　　　　気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）（レポート提出要）
　　　　　　統合失調症（レポート提出要）
　　　　　　不安障害（パニック症候群）
　　　　　　身体表現性障害、ストレス関連障害（経験要）
　　　Ｃ．特定の医療現場の経験
　　　　（1）予防医療
　　　　　　ストレスマネージメントができる
　　　　（2）精神保健・医療の場において
　　　　　　精神症状の捉え方の基本を身につける
　　　　　　精神疾患に対する初期対応と治療の実際を学ぶ
　　　　　　デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する
　　　　（3）緩和・終末期医療
　　　　　　心理社会的側面への配慮ができる
　　　　　　告知をめぐる諸問題、死生観・宗教観などへの配慮ができる

　 2 ．項目別目標と学習方略
　　Ａ．診断のための技法
　　　（1）医療面接
　　　　　中等度の難易度の医療面接ができるようになる
　　　　　講義を受ける、ロールプレイを行う
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　（2）精神症状を把握するための面接
　　　　　主な精神症状を把握するための面接ができるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における面接見学と指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　（3）精神症状の理解と記載
　　　　　基本的な精神症状の分類を理解する
　　　　　各症例について精神症状の記載ができるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における記載の添削指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　（4）脳波（神経生理学的検査法）
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　　　　　異常脳波を見出せるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち症例の脳波判読指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　（5）医療記録の記載
　　　　　医療記録を適切に記載できるようになる
　　　　　講義、入院受け持ち患者における記載の添削指導を受ける
　　　　　病棟実習および外来実習
　　Ｂ．症状や疾患
　　　（1）不眠
　　　　　�不眠の原因疾患の鑑別、睡眠衛生指導を行うことができる
　　　　　睡眠薬の適正使用について理解し、実践できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する、講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　外来および病棟実習
　　　（2）不安、不安障害
　　　　　�不安の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　抗不安薬の適正使用を理解し、実践できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する、講義を受ける
　　　　　外来および病棟実習
　　　（3）抑うつ、うつ病
　　　　　�抑うつの原因疾患の鑑別ができる
　　　　　抗うつ薬の適正使用を理解できる
　　　　　専門医に紹介すべき基準を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　外来および病棟実習
　　　（4）せん妄、症状精神病
　　　　　�せん妄の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　せん妄の治療方法を策定ができる
　　　　　対症療法としての向精神薬療法の実際を理解できる
　　　　　講義を受ける
　　　　　身体合併症病棟およびリエゾン実習
　　　（5）認知症、変性疾患
　　　　　認知症の原因疾患の鑑別ができる
　　　　　認知症の治療・支援方法の策定ができる
　　　　　抗認知症薬について理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　病棟実習および認知症鑑別外来実習
　　　（6）統合失調症
　　　　　統合失調症の診断方法を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　受け持ち患者のレポートを作成する
　　　　　病棟実習および外来実習
　　　（7）アルコール依存
　　　　　�講義を受ける
　　　　　アルコール外来実習
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　　　（8）心身症、心療内科疾患、身体表現性障害、ストレス関連障害
　　　　　身体表現性障害、ストレス関連障害、心身症の概要と主な対応を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　心療ストレス外来実習
　　Ｃ．特殊な医療現場の経験
　　　（1）精神疾患の緊急、救急医療
　　　　　緊急性を要する精神症状の鑑別と医療および法律面の対応を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　病棟実習および当直業務実習
　　　（2）身体救急の現場における精神医療
　　　　　身体救急の現場でみられやすい精神症状と対応の概要を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　救命救急・災害医療センター実習およびリエゾン実習
　　　（3）緩和・終末期医療
　　　　　終末期医療における告知、心理社会面への配慮などを経験し修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　緩和ケアグループ実習およびリエゾン実習
　　　（4）統合失調症における社会復帰や社会支援体制
　　　　　統合失調症の社会復帰サポートシステムの概要を修得する
　　　　　講義を受ける
　　　　　精神科作業療法実習
　　　（5）公的な精神保健センター
　　　　　公的な精神保健センターの主な業務を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　相模原市精神保健福祉センター、横浜市こころの相談センタ−実習
　　Ｄ．その他
　　　（1）臨床現場で求められる規則や法律
　　　　　臨床現場で求められる規則や法律（精神保健福祉法、医療保険等）を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　　　病棟実習
　　　（2）産業メンタルヘルスとストレスマネージメント
　　　　　産業メンタルヘルスとストレスマネージメントの概要を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　（3）向精神薬の副作用
　　　　　向精神薬の代表的、あるいは重篤な副作用を理解する
　　　　　講義を受ける
　　　（4）小児児童精神医学
　　　　　小児児童精神医学の基礎を学ぶ
　　　　　講義を受ける

　 3 ．研修医に許可される医療行為
　　（1）�診察
　　　　研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・全身の視診、打診、触診
　　　　　・簡単な器具（聴診器、打腱器、血圧計など）を用いる全身の診察
　　（2）検査
　　　　①生理学的検査
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　　　　　研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・心電図
　　　　　・聴力平衡、味覚、嗅覚、知覚
　　　　　・視野、視力、
　　　　②血管穿刺と採血
　　　　　指導医の指示の下、研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・末梢静脈穿刺と静脈ライン留置
　　　　　　�血管穿刺の際に神経を損傷した事例もあるので、確実に血管を穿刺する必要がある。困難な

場合は無理をせず指導医に任せるなど、肘窩部では上腕動脈は正中神経に伴走しており、神
経損傷には十分に注意する。困難な場合は無理をせずに指導医に任せる

　　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
　　　　　・中心静脈穿刺（鎖骨下、内頚大腿）
　　　　③その他
　　　　　指導医の指示の下、研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・改訂長谷川式簡易知能評価スケール
　　　　　・MMSE
　　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
　　　　　・発達テストの解釈
　　　　　・知能テストの解釈
　　　　　・心理テストの解釈
　　（3）治療
　　　　①処置
　　　　　指導医の指示の下、研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・皮膚消毒、包帯交換
　　　　　・創傷処置
　　　　　・外用薬貼付・塗布
　　　　　・気道内吸引、ネプライザー
　　　　　・導尿
　　　　　　前立腺肥大などのためにカテーテルの挿入が困難な場合は無理をせずに指導医に任せる
　　　　　　新生児や未熟児では、研修医が単独で行ってはならない
　　　　　・浣腸
　　　　　　新生児や未熟児では、研修医が単独で行ってはならない
　　　　　　潰瘍性大腸炎や老人、その他、困難な場合は無理をせず指導医に任せる
　　　　　・胃管挿入
　　　　　　�反射が低下している患者や意識のない患者では、胃管の位置をＸ線などで確認する
　　　　　　困難な場合は無理をせず指導医に任せる
　　　　　・気管カニューレ交換
　　　　　　研修医が単独で行ってよいのはとくに習熟している場合である
　　　　　　技量にわずかでも不安がある場合は、上級医師の同席が必要である
　　　　②注射
　　　　　指導医の指示の下、研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・皮内
　　　　　・皮下
　　　　　・筋肉
　　　　　・末梢静脈
　　　　　・関節内
　　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
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　　　　　・中心静脈（穿刺を伴う場合）
　　　　　・動脈（穿刺を伴う場合）
　　　　　目的が採血でなく、薬剤注入の場合は、研修医が単独で動脈穿刺をしてはならない
　　　　③処方
　　　　　研修医が単独で行ってよいこと
　　　　　・一般の内服薬
　　　　　　処方箋の入力の前に、処方内容を指導医と協議する
　　　　　・注射処方（一般）
　　　　　　処方箋の入力の前に、処方内容を指導医と協議する
　　　　　・理学療法
　　　　　　処方箋の入力の前に、処方内容を指導医と協議する
　　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
　　　　　・内服薬（麻薬）
　　　　　　法律により、麻薬施用者免許を受けている医師以外は麻薬を処方してはいけない
　　　　　・内服薬（抗悪性腫瘍剤）
　　　　　・注射薬（麻薬）
　　　　　　法律により、麻薬施用者免許を受けている医師以外は麻薬を処方してはいけない
　　（4）その他
　　　　研修医が単独で行ってよいこと
　　　　・診断書・証明書作成
　　　　　ただし、診断書・証明書の内容は発行前に指導医のチェックを受ける
　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
　　　　・病状説明、家族への説明、病名告知
　　　　　�正式な場での病状説明は研修医単独で行ってはならないが、ベッドサイドでの病状に対する簡

単な質問に答えるのは研修医が単独で行って差し支えない
　　（5）本人、家族との面接
　　　　研修医が単独で行ってはいけないこと
　　　　・病名告知
　　　　・病状説明、治療説明
　　　　・精神療法的技法（専門的なもの）
　　　　・操作の複雑な心理検査
�

　 4 ．研修プログラム（研修医 5 人の場合）
　　（1）講義（90 分×25 回）
　　　　精神医学入門
　　　　精神症状を把握するための面接
　　　　精神症状の理解と記載
　　　　医療面接（Ⅰ）
　　　　医療面接（Ⅱ）
　　　　医療記録の記載
　　　　脳波（Ⅰ）
　　　　脳波（Ⅱ）
　　　　心理テストの用い方
　　　　不眠、不安、不安障害
　　　　抑うつ、うつ病
　　　　せん妄、症状精神病
　　　　認知症、変性疾患
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　　　　統合失調症
　　　　統合失調症における社会復帰や社会支援体制
　　　　アルコール依存
　　　　心身症、心療内科疾患、身体表現性障害、ストレス関連障害
　　　　小児児童精神医学
　　　　向精神薬の副作用
　　　　精神疾患の緊急、救急医療
　　　　身体救急の現場における精神医療
　　　　緩和・終末期医療（Ⅰ）
　　　　緩和・終末期医療（Ⅱ）
　　　　公的な精神保健センターの業務
　　　　産業メンタルヘルスとストレスマネージメント
　　　　臨床現場で求められる規則や法律
　　（2）実習とその日程
　　　　①精神神経科研修 4週以上
　　　　　初診外来研修（毎日開催）
　　　　　フォローアップ症例研修（初診で担当した患者の外来陪診察補助）（適宜）
　　　　　認知症鑑別外来研修（週 2回開催）
　　　　　アルコール外来研修（週 2回開催）
　　　　　精神科作業療法研修（週 4日実施）
　　　　　上記以外の時間は
　　　　　　入院患者（含：合併症病棟）受け持ち研修
　　　　　　　　　　��（統合失調症、気分障害、認知症、不眠のレポート作成）
　　　　　　入院患者見学研修
　　　　②当直研修（適宜）
　　　　③リエゾン研修
　　　　④緩和ケアチーム研修
　　　　⑤�上記以外に、学外研修を実施する場合がある（東京精神医学会、神奈川県精神医学会への参加、他）
　　　　＊�精神神経科研修期間を 8週間以上選択した場合、上記①～⑤の組み合わせの選び方を多彩にで

きるメリットがある。
　　（3）指導体制
　　　　①病棟
　　　　　�研究員、診療講師、講師（合計 15 名）が指導医となり、各 1名の研修医を指導医のもとに配

属する
　　　　②外来
　　　　　当日の外来担当医が担当する
　　　　③当直
　　　　　当日担当の精神保健指定医が担当する
　　　　④リエゾン研修
　　　　　講師と研究員が担当する
　　　　⑤緩和ケアチーム研修
　　　　　緩和ケアチームに勤務する研究員が担当する
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�　 5 ．研修週間スケジュール
　　�　年度と研修施設ごとに異なる。表は北里大学病院精神神経疾患治療センター（2020 年度）の週間
スケジュールである。

　 6 ．評価方法
　　（1）経験症例のレポート
　　（2）到達目標に関する口頭試問
�

　 7 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医として 2年間の研修修了後、引き続き精神科での研修を希望する者は、さらに病棟医として
後期研修を行う。この研修は北里大学病院を中心として行うが、その一部期間を教育関連病院で実施
する場合もある。

�

　 8 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（北里大学病院代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371
　　北里大学医学部精神科学
　　　宮岡　等　e-mail：miyaoka@med.kitasato-u.ac.jp
　　　齋藤正範　e-mail：7n2ecx-msaito@umin.ac.jp

病棟週間予定表  精神神経科                                  

時間 場所 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日（奇数週） 
日曜日/ 

土曜日(偶数週) 

〜 

8:45 

  2H 病棟 

  2H C.R.＊1 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

担当患者の把握 

申し送り（朝） 

 

9:00 

 

  2H N.S.＊2 ベッドコントロール 

ミーティング 

ベッドコントロール 

ミーティング 

ベッドコントロール 

ミーティング 

ベッドコントロール 

ミーティング 

ベッドコントロール 

ミーティング 

ベッドコントロール 

ミーティング 

申し送り（朝） 

2H C.R.＊1 

9:15 2H 病棟 

隔離室 

隔離室回診 

 

教授/病棟長回診 

（隔離室・身体拘束 

回診を含む） 

 

 

New Case Conf. 
＊3 

  行動制限適切等 

評価会 

問題症例等検討会 

（リエゾン症例含む） 

隔離室回診 

 

隔離室回診 隔離室回診 隔離室回診 隔離室回診 

〜 

 

 

2H 病棟 

   

 

  2H N.S.＊2  

身体拘束回診 

 

 

 

 

病棟業務 

身体拘束回診 

 

 

 

 

病棟業務 

身体拘束回診 

 

 

 

 

病棟業務 

身体拘束回診 

 

 

 

 

病棟業務 

身体拘束回診 

 

 

 

 

病棟業務 

身体拘束回診 

 

 

 

 

 

 

 

 

当直業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15

頃〜 

11:30  2H C.R.＊1 申し送り（夕） 

12:00

〜 
 昼休憩 

当直業務 

13:00 
  2H 病棟/ 

  2H N.S.＊2 
病棟業務 

 Chart Conf.＊3 

 

 

    病棟業務 

電気けいれん療法 

 

 

病棟業務 

 

 

 

病棟業務 

電気けいれん療法 

 

 

病棟業務 14:30 

  2H C.R.＊1  

 

  

   リエゾン 

 Chart Conf.＊2 

15:30 

  2H N.S.＊2 

 

2H 病棟 

    病棟業務 

  多職種 Conf.＊3 

 

    病棟業務 

16:30  医局内 申し送り（夕） 申し送り（夕） 申し送り（夕） 申し送り（夕） 申し送り（夕） 

17:00 2H 病棟 業務終了 業務終了 業務終了 業務終了 業務終了 身体拘束回診 

17:30 

医局内の 

予定表を 

確認 

各研究会 

医局連絡会（毎週） 

各研究会 各研究会 各研究会 当直業務 18:00

頃〜 

ケースカンファレン

ス(第 1/3/5 週) 

医局研究会(第 2 週) 

病棟会(第 4 週) 

       ＊1）2H C.R.：2H 病棟 カンファレンスルーム ＊２）2H N.S.：2H 病棟 ナースステーション ＊３）Conf.：カンファレンス 
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院皮膚科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　 1 ．行動目標
　　�　皮膚の病変には皮膚だけに限局したものと、他臓器病変と関連して生じるもの（Dermadrome）が

ある。従って皮膚科研修中に皮膚を中心として広く全身を観る能力を養ってほしい。
　　�　病棟入院患者を通じて、皮膚症状に正確に記載できる表現力、基礎となる疾患の検索を行う能力を

身につける。検索の一環として臨床所見同様に皮膚病理所見を理解することが重要であり、合わせて
研修を行う。

　　（1）静脈採血、動脈採血、末梢静脈カテーテル留置
　　　　�　配置後数日間は病棟医以上の指導下に行う。その時点で十分に習得されている場合は単独で行

うことを許可とする。抗癌剤等の血管確保は、病棟医以上の指導のもとに行う。
　　（2）管注、静脈注射
　　　　�　配置後数日間は病棟医以上の指導下に行う。その時点で十分に習得されている場合は単独で行

うことを許可とする。抗癌剤や血管炎を起こしやすい薬剤は病棟医以上の指導のもとに行う。

　 2 ．経験目標
　　（1）皮膚科的診察
　　　　�　皮膚病変の正確な記載が出来るようになる。但し、病棟医以上の指導のもとに行い、診療録へ

の所見の記載は病棟医以上の確認サインが必要である。
　　（2）皮膚科特有の処置・検査
　　　　�　皮膚科外用処置（適切な外用剤を選択することが出来る）、皮膚生検、皮膚外科、アレルギー

検査、真菌検査を行うことが出来る。但し、病棟医以上の指導のもと研修する。
　　（3）診断および治療
　　　　�　湿疹皮膚炎群（接触皮膚炎やアトピー性皮膚炎など）、蕁麻疹・紅斑疾患、薬剤アレルギー、

皮膚腫瘍（良性・悪性）、皮膚感染症（ウイルス感染症を含めて）、膠原病などを診断治療するこ
とができる。

　　　　　皮膚病理学的所見を読み取ることが出来るようになる。
　　（4）学会活動、論文発表
　　　　�　研修期間内に発表に値する症例を経験した場合、病棟チーフ、スタッフの指導のもと学会、誌

上において発表することが出来る。

　 3 ．研修期間
　　　1カ月、又は 2カ月

皮膚科
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　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月 病棟業務 病棟業務 病棟カンファレンス
火 病棟業務または手術 病棟業務または手術
水 病棟業務 病棟業務または手術
木 教授回診 臨床カンファレンス 組織カンファレンス
金 病棟業務 病棟業務
土 病棟業務
日

　 5 ．定員
　　　定員は同一期間に研修医基本 2名まで。

　 6 ．指導体制
　　�　直接の指導は病棟医であるが、病棟チーフと病棟医長とのカンファレンスにて指導を行う。週 1回
の回診、週 1回の臨床カンファレンス、組織カンファレンスにて指導を行う。

　 7 ．評価方法
　　　病院の規定に準じる。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　�病院の規定に準じる。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　　態度不良の場合は、研修中断の可能性あり。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　　本人と面談にて相談。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8468（皮膚科直通）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−8628（皮膚科直通）
　　北里大学病院　皮膚科
　　　安藝　良一
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院外科　初期臨床研修プログラム

〈１年目研修医外科選択ローテーション研修内容〉

　 1 ．到達目標
　　行動目標　医療人として必要な基本姿勢、態度
　　（1）患者−医師関係
　　（2）チーム医療
　　（3）問題対応能力
　　（4）安全管理
　　（5）医療面接
　　（6）症例提示
　　（7）診療計画
　　（8）医療の社会性

　 2 ．経験内容
　　診察法、検査、手技
　　（1）基本的な身体診察法
　　（2）基本的な臨床検査：自ら実施すべきもの
　　　　・血液型、交差試験
　　　　・心電図
　　　　・超音波検査
　　（3）基本手技
　　　　�圧迫止血法、繃帯法、注射法、採血法、導尿法、ドレーン法、チューブの管理、胃管の挿入管理、

局所麻酔法、創部消毒とガーゼ交換、切開排膿、皮膚縫合法
　　（4）基本的治療法、療養指導、薬物治療、輸液、輸血の実施
　　（5）診療記録
　　　　・診療録の作成
　　　　・処方箋、指示書の作成
　　　　・診断書の作成
　　　　・死亡診断書の作成
　　　　・CPCレポートの作成、症例提示
　　　　・紹介状、返信の作成
　　（6）手術手技
　　　　�在宅中心静脈栄養カテーテル埋め込みなどの手術（手術は研究員以上のスタッフが直接指導す

る）

　 3 ．経験が得られる疾患（配属病棟により異なる）
　　（1）食道、胃、十二指腸疾患
　　（2）結腸、直腸疾患�

外　科
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　　（3）肝臓、胆道、膵臓疾患
　　（4）乳腺、甲状腺、内分泌疾患
　　（5）血管外科疾患
　　（6）小児外科疾患
　　（7）急性外科疾患
　　（8）緩和、終末医療

〈２年目研修医外科選択ロ−テーション研修内容〉

　 1 ．到達目標
　　行動目標　医療人として必要な基本姿勢、態度
　　（1）患者−医師関係
　　（2）チーム医療
　　（3）問題対応能力
　　（4）安全管理
　　（5）医療面接
　　（6）症例提示
　　（7）診療計画
　　（8）医療の社会性

　 2 ．経験内容
　　診察法、検査、手技
　　（1）基本的な身体診察法
　　（2）基本的な臨床検査：自ら実施すべきもの
　　　　・血液型、交差試験
　　　　・心電図
　　　　・超音波検査
　　（3）基本手技
　　　　�圧迫止血法、繃帯法、注射法、採血法、導尿法、ドレーン法、チューブの管理、胃管の挿入管理、

局所麻酔法、創部消毒とガーゼ交換、切開排膿、皮膚縫合法
　　（4）基本的治療法、療養指導、薬物治療、輸液、輸血の実施
　　（5）診療記録
　　　　・診療録の作成
　　　　・処方箋、指示書の作成
　　　　・診断書の作成
　　　　・死亡診断書の作成
　　　　・CPCレポートの作成、症例提示
　　　　・紹介状、返信の作成
　　（6）手術手技
　　　　�虫垂炎、鼠径ヘルニア、人工肛門造設および閉鎖、CVポート造設などの手術（手術は研究員以

上のスタッフが直接指導する）

　 3 ．経験が求められる疾患（1 年目に外科を選択した研修医は、2 年目は希望病棟に配属が可能）
　　（1）食道、胃、十二指腸疾患
　　（2）結腸、直腸疾患�
　　（3）肝臓、胆道、膵臓疾患
　　（4）乳腺、甲状腺、内分泌疾患
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　　（5）小児外科疾患
　　（6）急性外科疾患
　　（7）緩和、終末医療

Ａ．診療の責任体制
資　格 役　　　目 患者緊急時の対応責任・連絡方法

主治医 教　授
准教授
講　師

研究員（助教）

患者の診療に主たる責任を持つ
①治療方針の決定
②患者・家族への主たる説明
③治療実行の中心
④担当医への指示・教育

①基本的に主治医が対応
②院内は PHS、院内放送で連絡
③院外は携帯電話
④連絡がつかない時は他のスタッフが対応

担当医 病棟医
研修医

主治医、他のスタッフの指示と指導下
で診療にあたる。

Ｂ．病棟回診
　（1）創処置を行う必要がある患者を回診する。
　（2）手術、外来診療がない者は必ず参加する。
　（3）創などの術後処置とともに患者の全身状態をチェックし、今後の治療方針について検討する。
　（4）患者の訴えや要望を聞き取り、上級医師に適宜相談する。
　（5）回診や患者への説明内容は速やかにカルテに記載する。（病状説明は原則的に主治医が行う）
　（6）診療録への記載形式は、適切に記載してあれば必ずしも POS形式にこだわらない。
　（7）受け持ち患者への個人回診は、1日少なくとも 2回は行い、患者状態の把握をする。
Ｃ．診療管理責任者
　�　診療科の科長は病棟回診を 1回／週行う。また、診療科全体の会議（カンファレンス、昼食会など）
に出席して、助言・指導を行う。

Ｄ．対診・他科受診
　�　患者診療にあたっては、必要に応じて対診・他科受診を行う。他科受診した場合は、その理由、受診�
の結果、その対処について必ずカルテに記載する。

Ｅ．医師の指示の伝達（トリプルチェック）と記載
　（1）医療行為についての医師の指示は必ず指示票（以下、ワークシート）を介して行う。
　（2）翌日の医療指示は前日の夕方のチャートカンファレンスまでにコンピューター入力する。
　（3）�そのワークシートを出力し、前日の夕方のチャートカンファレンスで確認し、必要があればそれを�

修正・追加し、コンピューター入力し、ワークシートを再出力する。
　（4）�看護師は前日深夜にワークシートを出力し指示を確認する。不明な点は翌日の朝に医師に問い合わ

せる。
　（5）医師は当日の朝のチャートカンファレンスでワークシートを確認し、看護師に渡す。
　（6）�看護師はワークシートの指示の通りそれを実行する。実行した行為は必ずワークシートにその旨を�

記載する。
　（7）臨時の指示は医師がワークシートに手書きして、同時にコンピューターに指示入力する。
　（8）�医師はワークシートを新たに出力し看護師に渡す。
Ｆ．診療録記録の徹底
　（1）�診療録には診療行為のみならず、患者の状態、検査結果、診療方針、それに至る考えの流れなど、�

診療に関するすべての情報を記載しなければならない。
　（2）�全ての情報は速やかに診療録に記載し、遅滞があってはならない。
　（3）�まず、入院時は主訴・既往歴・家族歴・現病歴・身体所見・入院診療計画について記載する。
　（4）�日々のカンファレンス、回診、検査、診療行為の内容と理由、結果は行った度に、速やかに診療録�

に記載する。
　（5）�診療の経過記録は POS形式で書くことが望ましいが、適切な記載であればそれにこだわらない。
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　（6）診療録に記載された事項は常に上級医師が評価し、本人に指導し承認する。
　（7）退院時要約（サマリー）は退院時に作成する。退院して 3日以上遅滞することは許されない。
　（8）�サマリーには必要かつ十分な診療経過の情報を記載しなくてはいけない。
　（9）サマリーおよび診療録は退院後 2週間以内に上級医師が評価する。

臨床研修医　病棟研修について
2015 年 4 月　北里大学外科

病棟診療体制と責任の所在
資　格 役　　　目 患者緊急時の対応責任・連絡方法

主治医 教　授
准教授
講　師
研究員

患者の診療に主たる責任を持つ
①治療方針の決定
②患者・家族への主たる説明
③治療実行の中心
④担当医への指示・教育

①基本的に主治医が対応
②院内は PHS、院内放送で連絡
③院外は携帯電話
④連絡がつかない時は他のスタッフが対応

担当医 病棟医
研修医

主治医、他のスタッフの指示と指導下で診療�
にあたる。

臨床研修体制の基本事項・研修医の心得
　（1）外科研修初日にスタッフ（医師・看護師）がオリエンテーション（病棟運営、処置実技）を行う。
　（2）当直時間帯の処置はすべて上級医師同伴（Level�2�または�Level�3）で行う。
　（3）�通常業務でレベル対応表に載ってないものは、すべて上級医師同伴（Level� 2�または�Level� 3）で�

行う。

研修医の医療行為レベル
Level�1：2 回目以降は単独で施行できる *
　　　　（外科での初回は上級医師同伴（Level�2）で行う）
Level�2：後期研修医以上の上級医師同伴で行う
Level�3：後期研修修了者（スタッフ）以上の上級医師同伴で行う
Level�4：研修医は施行できない
*但し、上級医師が次回よりの単独施行を許可した場合に限る

レベル対応表（薬品による分類）**
Level�1
一般薬

利尿剤（ラシックス、ソルダクトン）、強ミノ C、ビソルボン、PPI（オメプラール等）
H2 阻害剤（ガスター、ザンタック等）、ステロイドホルモン（ソルコーテフ、サクシゾ
ンプレドニン、リンデロン等）、フェジン、ウロキナーゼ、ヘパリン、等々

Level�2
局所麻酔薬、鎮静剤

局所麻酔薬（マーカイン、キシロカイン、カルボカイン、アナペイン、オムニカイン等）
鎮静剤（ドルミカム、ホリゾン、セルシン、ロヒプノール、セレネース等）

Level�3
抗癌剤、循環器作動薬

抗癌剤（各種抗癌剤）
循環器作動薬（ジゴキシン、エフェドリン、エホチール、カコージン、イノバン、プレ
ドパ、ノルアドレナリン、ボスミン、ドブタミン、ネオフィリン、アミサリン、リスモ
ダン、シベノール、キシロカイン、ワソラン、ヘルベッサー、ペルジピン、等々）

**「レベル対応表（手技・処置内容による分類）4．薬剤投与−静注、管注」の項を参照
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レベル対応表（手技・処置内容による分類）
手技・処置 内　　容 Level 1

単独施行
（ 2 回目以降）

Level 2

上級医同伴
後期研修医以上

Level 3

上級医同伴
後期研修修了者

（スタッフ）以上

Level 4

施行できない

1．採血 末梢静脈血採血 ○

動脈穿刺採血
（A-line 採血を含む）

○

2．�血管ルート
確保・抜去

点滴用末梢ルート挿入 ○

中心静脈カテ（CV） ○（抜去） ○（挿入）

動脈ライン（A-Line） ○（抜去、圧迫止血） ○（2回目以降はレベル 2）

血管造影後の
安静解除、管理

○

3．�硬膜外カテ
挿入・抜去

麻酔用硬膜外カテ ○（抜去） ○（挿入）

4．薬剤投与 皮内、皮下、筋肉注射 ○

** 静注、管注 ○（一般薬） ○（鎮静剤・向精神薬） ○（抗癌剤、循環作動薬）

硬膜外カテ
（ワンショット、薬液補充）

○

動脈ポート注入
（ヘパリン洗浄を含む）

○

5．�チューブ挿入・
抜去

導尿、留置バルーンカテ ○（挿入、抜去とも）

胃管 ○（挿入、抜去とも）

イレウス管 ○（抜去） ○（挿入）

6．�穿刺・�
ドレーン挿入

胸腔穿刺、
ドレーン挿入、抜去

○（2回目以降はレベル 2）

腹腔穿刺、
ドレーン挿入、抜去

○（2回目以降はレベル 2）

術後ドレーン抜去 ○

7．��呼吸器・�
器機管理

呼吸器設定変更 ○

8．��創傷処置・
洗浄

術後創処置 ○（包交、消毒） ○（創洗浄）

抜糸（ストマを含む）、
抜鈎

○

局所浸潤麻酔 ○

切開、縫合 ○

胃洗浄、腸洗浄 ○ ○（ストマ洗腸）

留置チューブ洗浄
（ネラトン、PTCD等）

○

9．�特殊手技 肛門ブジー（小児） ○

乳癌化学療法用
点滴ルート確保 *

○

10．救急蘇生処置 気道確保（マスク） ○

心臓マッサージ ○

気管内挿管 ○

除細動 ○

11．�処方・指示入力�
（ワークシート等）

一般薬剤
コンピュータ入力

○

抗癌剤・麻薬
コンピュータ入力

○

麻薬処方箋作成 ○



88−　　−

手技・処置 内　　容 Level 1

単独施行
（ 2 回目以降）

Level 2

上級医同伴
（ 2 年目以上）

Level 3

上級医同伴
（ 5 年目以上）

Level 4

施行できない

12．�説明・�
同意書

本人・家族への病状・
病名説明・告知

○

同意書（CVカテ、造影剤、
輸血、内視鏡）

○

同意書（血管造影、
病理検査）

○

連絡先
　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　電　　話　042−778−8111（代表）
　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　北里大学病院　外科
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院呼吸器外科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　目　的
　　�　初期臨床研修プログラムの本来の目的はプライマリ・ケア primary�care と基本手技の習得であるた

め、本選択研修の目標は①呼吸器外科領域に関係したプライマリ・ケア primary�care�の習得、②呼吸
器外科専門医研修コースへの入門編、③切開、縫合、穿刺などの基本手技習得、として位置づけられ
る。呼吸器外科は、胸部において、心臓大血管および食道を除く、肺・気管、気管支・縦隔・胸膜・
胸壁・横隔膜における外科疾患全般を扱う科である。また疾患の中心は悪性疾患であり、外科的な知
識や基本手技の習得にとどまらず、腫瘍学 oncology としての側面もあることから、悪性腫瘍に対す
る化学療法や終末期医療まで、人間全体を看ることが要求される科であり、その研修は、呼吸器外科
のみならず外科学・内科学全体における基礎となる。

　　特　色
　　�　当院呼吸器外科の手術件数は多く、年々増加傾向にある。2019年度の全身麻酔手術件数は239例で、
そのうち呼吸器外科手術の中心となる肺癌手術症例は 153 例であった。その他転移性肺腫瘍、自然気
胸、縦隔腫瘍、縦隔炎、重症筋無力症に対する胸腺摘出術および胸部外傷など、他施設ではまれな症
例も豊富である特徴を有している。さらに、2018 年度からロボット支援手術を開始した。

　　�　当科は2006年に「胸部外科」から専門分化し、呼吸器疾患の変化に対応する体制が整えられている。
1998 年 4 月には呼吸器センターが開設され、呼吸器内科・放射線科・病理部をはじめとした関連部
門と密接に連携しながら、呼吸器疾患における高度な医療を行っている。また、外科、内科といった
枠にとらわれることなく、胸部悪性疾患に対する終末期医療にも積極的に取り組んでおり、常に人間
全体をみることのできる医療を目指している。

　 1 ．行動目標
　　（1）医師−患者関係の確立
　　　　�　病棟医とともに病棟入院患者を実際に受け持って、患者と医師との人間関係を実際に経験す

る。また受持医の一員として患者との信頼関係を築き、患者の望むところを理解する。
　　（2）チーム医療の一員としての役割認識と行動
　　　　�　医療チームの構成員としての役割を果たす。上司・同僚医師や他科医師との情報交換やコンサ

ルテーションがスムーズにできる。看護師、薬剤師、臨床工学技士その他幅広いメディカルスタ
ッフのメンバーと良好な人間関係、信頼関係を築く。

　　（3）医療面接の実施
　　　　�　医療面接を通して患者とのコミュニケーションスキルを身につけ、適切な病歴の聴取と記録の

作成ができる様にする。さらに、指導医のもと、インフォームド・コンセントを得て、患者・家
族への適切な指示、指導を行う。

　　（4）病状把握と診療計画の立案
　　　　�　受持患者の診察を通して患者の病態と問題点を把握する。また病態を整理するとともに、指導医

のもとに診療計画を立て、各種カンファレンスにおいて症例提示を行い、討論ができる様にする。
�

呼吸器外科
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　　（5）問題対応能力の習得
　　　　�病棟での回診・処置を通して外科的観点からの問題把握と基本的な対処法を身につける。
　　（6）安全管理の理解と実践
　　　　�　医療を行う際の安全管理について、病棟・検査室・手術室における安全確認、事故防止の対応、

院内感染対策などを理解し、実施する。
　　（7）医療経済ならびに医療の社会性についての理解を深める。
　　　　�　実施された医療とそのコストについての認識を深めるとともに適切な保険医療について研修す

る。また、身体障害者医療・育成医療・更生医療・労災医療や医療の倫理に関しても理解を深める。

　 2 ．経験目標−研修医 1・2 年次の診療内容
　　（1）診察
　　　　入院時問診、全身の診察（視診、打診、触診、聴診）
　　　　�　配属後 2週間は上級医師の指導のもとに行う。その後病棟チーフの判断により単独で行うこと

を許可する。
　　（2）治療方針の決定
　　　　�　月～金の毎朝に行われるチャート回診（スタッフ、病棟医、研修医）にて入院患者の治療方針

を検討し確認する。
　　（3）検査
　　　　�　呼吸器外科領域特有の検査（気管支鏡など）は基本的に研修医が単独で行うことはない。登録

指導医・病棟主任の指導のもとで行う。
　　（4）血管穿刺と採血（静脈、動脈採血・末梢静脈留置）
　　　　�　配属後 2週間は上級医師の指導のもとに行う。その後病棟チーフの判断により単独で行うこと

を許可する。困難な場合は上級医師が対応する。
　　　　�　中心静脈穿刺・動脈ライン留置に関しては研修医が単独で行うことはない。（登録指導医・病

棟主任の判断・指導のもとに行うことを許可することもある。）
　　（5）穿刺
　　　　�　呼吸器外科領域では胸腔ドレナージ、針生検が挙げられるが、研修医が単独で行うことはなく、

登録指導医・病棟主任の判断・指導のもとに行うこともある。
　　（6）手術
　　　　�　基本的に手術には全て助手として参加する（総合手術センター）。登録指導医・病棟主任の判断・

指導のもとで開・閉胸（皮膚・筋肉・胸膜切開、胸腔ドレーン留置、筋肉・皮膚縫合）などを研修する。
　　（7）処置
　　　　創 処 置…�研修医が単独で行うことはなく、毎朝上級医師とともに創部の状態を観察し消毒を行

う。抜糸、胸腔ドレーン抜去も同様の扱いとする。
　　　　麻　　酔…�呼吸器外科領域では局所浸潤麻酔を行うことがあるが処置を伴うものなので、基本的

に研修医が単独で行うことはない。登録指導医・病棟主任の指導のもとで行う。
　　　　導　　尿…�配属後 2週間は上級医師の指導のもとに行う。その後病棟チーフの判断により単独で

行うことを許可する。
　　　　胃管挿入…�経管栄養目的以外の場合、配属後 2週間は上級医師の指導のもとに行う。その後病棟

チーフの判断により単独で行うことを許可するが、挿入後の確認を登録指導医・病棟
主任が行う（経管栄養目的の場合は上級医師の指導のもとに行う）。

　　　　気管カニューレ交換…�基本的に研修医が単独で行うことはない。登録指導医・病棟主任の指導の
もとで行う。

　　（8）注射
　　　　�　皮内・皮下・筋肉・末梢静脈について、配属後 2週間は上級医師の指示のもとに行う。その後

病棟チーフの判断により単独で行うことを許可する。抗がん剤の投与、輸血に関しては上級医師
とともに行うこととする。
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　　（9）処方
　　　　�内服薬・注射・検査…�オーダー入力は登録指導医・病棟主任の指示のもとで行う。そのオーダー

は研修医と登録指導医・病棟主任の確認サインの記入されたワークシート
により実施される。

　　（10）ウェットラボ研修
　　　　�アニマル等を用いた切開・縫合のトレーニングを行う。

　 3 ．研修期間
　　�　研修医 1年次は北里大学病院の臨床研修体制の外科系研修の一部に、研修医 2年次は選択科研修に

基づいて行われる。

　 4 ．研修週間スケジュール
AM7時半 AM8 時　　　　���午　　前 午　　後

月 抄読会、チャート、
カンファレンス 呼吸器外科手術（病棟業務・検査）

火 術後カンファレンス、
チャート 呼吸器外科手術（病棟業務・検査）

第�3�火曜日 17 時
呼吸器外科・病理・細
胞診カンファレンス

水 呼吸器センターカンファレンス
術後カンファレンス 病棟業務・検査 病棟業務・気管支鏡検査 16 時半から呼吸器外科

術前カンファレンス
木 チャート、カンファレンス 呼吸器外科手術

金 術後カンファレンス、
チャート

病棟業務・検査
DVDトレーニング 病棟業務・気管支鏡検査

土 病院の規程による

　 5 ．定員
　　　研修医 1年次：各期間 1− 2名
　　　研修医 2年次：各期間 1− 2名

　 6 ．指導体制
氏　　名 職　　名 外来担当日 氏　　名 職　　名 外来担当日
佐藤　之俊 教　授 火曜日 内藤　雅仁 助　教 火曜日
塩見　　和 診療准教授 水曜日 林　　祥子 助　教 水曜日

松井　啓夫 診療講師 金曜日

　 7 ．評価方法
　　�　当科では、研修の終わった時点で、呼吸器外科研修医評価票にて指導医による評価を行なう。

　 8 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　呼吸器外科病棟医用プログラム参照

　 9 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　呼吸器外科
　　　塩見　和（シオミ　カズ）
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院心臓血管外科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　研修プログラムの目的
　　　�　新卒後研修プログラムの本来の目的は�primary�care�の習得であるため、当科における研修目標は

①心臓血管外科領域に関係した�primary�care�と②心臓血管外科専門医修練コースの入門編として位
置づける。

　　　�　心臓血管系の病気は少なからず各科に関連があり、年々増加の傾向を示している。また緊急的に
処置・手術の必要な場合がしばしばあるので、かかる病気に対する知識を深め、手術適応の判断や
術前・術後管理ならびに外科的治療法を学ぶことは、将来、他科を希望する研修医にとっても有意
義なことと思われる。

　　研修プログラムの特色
　　　�　当科においては、患者中心の医療を基本的理念として循環器内科、小児循環器科、救命救急・災

害医療センター、麻酔科等関係各科との緊密な連携のもと、常に迅速で質の高い医療を提供できる
よう心掛けています。研修医はこれらの連係プレーの中における当科の役割ならびに自分の役割を
認識するとともに、1人の患者さんを通して診断・手術適応・手術・周術期管理・予後などを包括
的に学ぶことができます。

　　　（http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/ska/cv-surg）
　　　�　当科においては、成人心臓外科と小児心臓外科と末梢血管外科を�3�本柱としており、新生児・乳

児の複雑心奇形を含む先天性心疾患、冠状動脈疾患、心臓弁膜症、大動脈疾患、下肢動脈疾患など
ほとんどの心臓血管外科手術を守備範囲としています。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好成績を
あげています。

　　　�　1998 年 4 月の心臓血管センター開設以来、手術件数は年々増加しており、最近は�500�例以上の
心臓血管外科手術を行っております。

　　　�　以下、当科の最新診療情報を記します。
　　　＜成人心臓外科＞
　　　　�　冠動脈バイパス手術では、低侵襲術式である人工心肺を用いない方法（Off-pump�coronary�

artery�bypass）を症例を選び積極的に行っており、グラフト開存率 97％以上を維持しています。
また心筋梗塞の危険な合併症である心室中隔穿孔、左室自由壁破裂、左心室瘤や虚血性心筋症に
対しても最新の術式を取り入れ成績向上に努めています。

　　　　�　僧帽弁閉鎖不全症例においてはほぼ全例に自己弁温存術式を行っています。手術支援ロボット
ダヴィンチを用いた胸腔鏡下手術も行っています。また合併する難治性不整脈に対する外科的処
置も症例を選んで行っております。

　　　　�　胸部大動脈瘤に対しては、従来の人工血管置換手術に加え、ステントグラフト内挿術を症例を
選んで行い、好結果を得ています。

　　　＜小児心臓外科＞
　　　　�　最近、手術症例の低年齢化が著しいが、当科では生直後の新生児や未熟児の複雑心奇形に対し

ても積極的に人工心肺下の根治手術を行い良好な成績を得ています。また多くの症例に低侵襲心

心臓血管外科
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臓手術（小切開術式や内視鏡手術）や無輸血体外循環法を積極的に行って好結果を得ています。
　　　＜末梢血管外科＞
　　　　�　腹部大動脈瘤に対しては、症例に応じてステントグラフト内挿術と人工血管置換術を選択し行

っております。破裂性腹部大動脈瘤に対しても、積極的にステントグラフト内挿術を行っており
ます。

　　　　�　下肢動脈虚血性疾患に対しては、病変に応じて経皮的血管形成術と外科的血行再建術を行って
おります。重症虚血肢に対しても、病状に応じてバイパス手術を行っております。

　 1 ．行動目標
　　（1）医師−患者関係の確立
　　　　�　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。また受持医として患

者との信頼関係を築き、患者の望むところを理解する。
　　（2）チーム医療の一員としての役割認識と行動
　　　　�　医療チームの構成員としての役割を果たす。上司・同僚医師や他科医師と情報交換やコンサル

テーションができる。看護師、薬剤師、臨床工学技師その他幅広い�co-medical�のメンバーと良
好な人間関係、信頼関係を築く。

　　（3）医療面接の実施
　　　　�　医療面接を通して患者とのコミュニケーションスキルを身につけ、適切な病歴の聴取と記録の

作成ができる様にする。インフォームド・コンセント（IC）を得、患者・家族への適切な指示、
指導を行う。

　　（4）病状把握と診療計画の立案
　　　　�　受持患者の診察を通して患者の病態と問題点を把握し、診療計画を立てる。また病態を整理し、

諸種カンファレンスにおいて症例呈示を行い、討論ができる様にする。
　　（5）問題対応能力の習得
　　　　�　病棟での回診・処置を通して外科的観点からの問題把握と対処法を身につける。
　　（6）安全管理の理解と実践
　　　　�　医療を行う際の安全管理について、病棟・手術室における安全確認、事故防止の対応、院内感

染対策などを理解し、実施する。
　　（7）医療経済ならびに医療の社会性についての理解を深める。
　　　　�　実施された医療とそのコストについての認識を深めるとともに適切な保険医療について研修す

る。また、身体障害者医療・育成医療・更生医療・労災医療や医療の倫理に関しても理解を深める。

　 2 ．経験目標
　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　（1）基本的診察法：�病歴聴取の仕方、全身所見と心臓血管系（循環系）所見の取り方と記載法を修

得する。
　　　（2）基本的検査法：�諸種一般検査、単純 X線検査に加え循環系特殊検査（心電図、心臓超音波検査、

CT�検査、MRI 検査、ドップラー血流検査、頸動脈エコー検査、心臓カテーテ
ル検査ならびに血管造影検査、心臓電気生理学的検査など）の実施あるいは結
果の解釈ができるようにする。なお一般検査、特殊検査とも目的に応じていか
に侵襲の少ない検査から始めて、確定診断の補助とするかを学ぶ。

　　　（3）基本的治療法：�診断を確定したならば、基本的な治療法の決定、実施の流れとタイミングを修
得する。外科的治療の適応と術式を判断する能力を養う。

　　　（4）基本的手技：�採血法、血管確保と注射・点滴法、穿刺法（胸腔穿刺）などを修得する。
　　　（5）�poor� risk�患者に対する、術前・術後管理の修得、手術侵襲に対する考え方の基礎知識の習得

を行う。
　　　（6）�心臓血管外科患者に行われる諸種手術の助手を務めることで、手術手技・手術材料・手術補助
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手段についての理解を深める。術者となる手術はごく限られるが、胸腔ドレナージ、ペースメ
ーカー移植術などは指導医の指導のもとで行える機会がある。

　　　（7）手術・検査・処置に関するインフォームド・コンセント（IC）の考え方と実際を身につける。
　　　（8）�医療の社会的側面（医療制度、医療保険、社会福祉、医の倫理など）について、しっかりとし

た考えを身につける。
　　　（9）�診断までの経過、治療計画、治療経過などを明瞭に診療録に記載する習慣を身につける。とく

に現状の問題点を明記し、指導医に聞くだけでなく、自ら文献を調べて問題点を解決する努力
をする。また自分の記載内容に責任を持つ意味で、文章の最後に必ず署名（サイン）する。

　　Ｂ．経験すべき疾患群
　　　（1）先天性心疾患
　　　（2）虚血性心疾患
　　　（3）心臓弁膜症
　　　（4）大動脈疾患：胸部・腹部大動脈の真性瘤や解離瘤や外傷など
　　　（5）末梢動脈疾患：虚血肢や末梢動脈瘤など
　　　（6）不整脈
　　　（7）その他の心疾患：心臓腫瘍、心膜疾患、心臓外傷など
　　Ｃ．実施経験のチェック項目
　　　（1）心臓病ならびに血管病変の基本的診断手技と検査の理解
　　　　　□　心臓・血管系（循環器系）の解剖、生理の理解
　　　　　□　手術対象疾患の病態と診断の進め方を学ぶ
　　　　　　　�先天性心疾患（単純・複雑心奇形）、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞、心筋梗塞の合併症）、

心臓弁膜症、大動脈疾患（大動脈解離、真性大動脈瘤）、末梢動脈疾患（虚血肢、末梢動
脈瘤）、ペースメーカー手術や植え込み型除細動装置の適応となる不整脈、心臓腫瘍、心
膜疾患、心臓外傷など

　　　　　□　各種検査法の理解
　　　　　　　�一般臨床検査、一般�X�線写真、心電図（通常�12�誘導、運動負荷、ホルター）、心臓超音波

検査、CT、MRI、DSA、肺機能検査、心筋シンチ（心プール、ストレス）、ドップラー血
流検査、足関節上腕血圧比（ABPI）、心臓電気生理学的検査（EPS）、心臓・血管系カテー
テル検査および造影検査など

　　　（2）心臓病ならびに血管病変の基本的治療法および治療材料の理解
　　　　　□　薬物治療
　　　　　□　食餌療法ならびに運動療法（心臓リハビリテーション）
　　　　　□　補助循環法（IABP、PCPS、ECMO、LVAD）
　　　　　□　手術（開心手術、非開心手術、姑息手術、根治手術、予定手術、緊急手術）
　　　　　□　手術補助手段（人工心肺による体外循環法、低体温法、心筋保護法、脳・脊髄保護法など）
　　　　　□　�使用人工臓器および人工材料（人工弁、人工弁輪、人工血管、人工肺、人工心膜、人工布

パッチ、ステントグラフト、ステント、ペースメーカー、植え込み型除細動装置：�ICD、
心臓再同期治療装置：CRT、止血糊、組織接着剤など）

　　　　　□　使用生物組織（ウシ・ブタ心膜パッチ、生体弁・生物弁など）
　　　　　□　�手術器機類（心臓血管外科特有の鋼製小物、セルセーバー、電動胸骨鋸、OP-CAB�用スタ

ビライザー、超音波メスなど）
　　　　　□　�手術以外の処置（手術創の処置、気道確保、気管切開、呼吸器管理、動静脈ラインの確保、

中心静脈圧チューブの挿入、スワン・ガンツカテーテルの挿入、胸腔ドレナージ、電気的
除細動、血液透析など）

　　　（3）術前の患者管理
　　　　　□　病歴の聴取と診察による病態の把握
　　　　　□　既検査結果のチェックと入院後検査のオーダー
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　　　　　□　術前検討会用の資料作成
　　　　　□　�手術適応、術式の確認と手術、準備すべき医療器機・材料の準備、手術・麻酔・体外循環・

輸血などの申し込み
　　　　　□　主治医の手術説明に同席し、インフォームド・コンセントの取り方を学ぶ
　　　　　□　抗生剤テスト、強心剤や抗凝血剤中止時期のオーダーなど
　　　（4）手術（以下の手術の助手を行う）
　　　　　□　小児心臓外科手術（新生児・乳幼児の複雑心奇形を含む先天性心奇形）
　　　　　□　冠状動脈バイパス手術（Conventional�CABG、Off-pump�CABG）
　　　　　□　�心筋梗塞合併症の手術（心室中隔穿孔、左室自由壁破裂、僧帽弁乳頭筋破裂、左心室瘤、

虚血性心筋症など）
　　　　　□　弁形成手術
　　　　　□　人工弁置換手術
　　　　　□　成人の先天性心疾患の手術（心房中隔欠損症、心室中隔欠損症など）
　　　　　□　�胸部・腹部大動脈疾患の手術（大動脈解離や真性大動脈瘤に対する人工血管置換手術やス

テントグラフト内挿術など）と術中の脳・脊髄保護法
　　　　　□　腹部血管・末梢血管の手術（血管形成術、バイパス術、置換術など）
　　　　　□　心臓腫瘍の手術
　　　　　□　心臓・大血管外傷の手術
　　　　　□　�不整脈に対する手術（ペースメーカー移植術、植え込み型除細動装置移植術�ICD、心臓再

同期治療�CRT、心房細動・心房粗動・心室性頻拍に対する�Maze�手術や凍結凝固手術など）
　　　　　□　心タンポナーデに対する心嚢ドレナージ（穿刺法ないし開胸法）、心膜開窓術
　　　　　□　人工心肺、補助循環、人工透析装置の組立・運転・管理
　　　　　□　�その他（胸骨縦切開開胸法ならびに閉胸法、体外循環カニュレーション法、大伏在静脈採

取、大腿動静脈の露出、開胸心臓マッサージ、心肺蘇生法など）
　　　（5）術後の患者管理
　　　　��〔ICUにおける術後管理〕
　　　　　□　�循環管理（各種血行動態・心電図モニタリング、諸種薬剤、ペーシング、補助循環の使用

など）
　　　　　□　�呼吸管理（レスピレーター管理、胸部Ｘ線写真と血液ガス分析の評価、抜管とその後の管

理、酸素療法、NO�療法、気道洗浄、喀痰吸引、肺加圧など）
　　　　　□　腎機能管理（尿量、尿と血液検査所見、薬剤使用、場合により人工透析管理）
　　　　　□　体液管理（体液電解質ならびに酸塩基平衡異常の評価と補正、輸液・輸血の管理など）
　　　　　□　適切な鎮静、鎮痛
　　　　　□　各種合併症の予防と早期発見ならびに治療対策
　　　　　□　感染予防対策
　　　　　□　血液凝固・線溶系の管理
　　　　　□　ICU�面会に立ち会い、主治医から家人への説明を聞き、カルテに記載する。
　　　　��〔一般病棟における術後管理〕
　　　　　□　定期検査による全身状態の把握
　　　　　□　創部の処置とドレーン抜去の時期判断
　　　　　□　段階的心臓リハビリテーションと各段階での症状、血圧、心電図チェック
　　　　　□　�心不全、不整脈、心タンポナーデ、脳合併症、消化管出血、気胸、感染性合併症などの早

期診断、早期治療
　　　　　□　�ワーファリンによる抗凝固治療のコントロール：人工弁置換患者や冠動脈バイパス手術患

者ではトロンボテスト値、INR�値によって適正にコントロールする。
　　　　　□　術後評価のための諸検査（心臓超音波検査、CT、心臓カテーテル検査・造影検査など）
　　　　　□　退院時オリエンテーションと投与薬剤の説明



96−　　−

　　　　　□　退院サマリーの作成
　　　（6）各種カンファレンス・学会への参加と準備など
　　　　　□　術前症例検討会：週 1回
　　　　　□　ICU�カンファレンス：ICUの重症患者について毎日
　　　　　□　循環器内科・心臓血管外科合同検討会：週 1回
　　　　　□　循環器小児科・心臓血管外科合同検討会：週 1回
　　　　　□　その他の院内カンファレンス：随時
　　　　　□　抄読会：月 2回
　　　　　□　学会や院外研究会など：随時

　 3 ．単独で行ってよい行為・いけない行為
　　単独で行ってよい行為
　　　（1）基本的診察：病歴聴取、全身所見と心臓血管系（循環系）所見を取りカルテに記載する。
　　　（2）心電図、心臓超音波検査、ドップラー血流検査を行う。但し慣れるまでは指導医が立ち会う。
　　　（3）心臓カテーテル検査ならびに心血管造影検査の助手を指導医立ち会いのもと行う。
　　　（4）心臓血管外科手術の助手を指導医立ち会いのもと行う。
　　　（5）手術患者の術前・術後管理を指導医立ち会いのもと行う。
　　　（6）術後患者の創部処置・包交を指導医立ち会いのもと行う。
　　　（7）静脈採血、動脈採血、静脈ラインの確保を行う。但し慣れるまでは指導医が立ち会う。
　　　（8）�尿道カテーテル留置、胃管挿入（経管栄養目的以外のもの）を行う。但し慣れるまでは指導医

が立ち会う。
　　　（9）�静脈系より投与する注射・輸血を十分に内容を確認し、マニュアルに従って行う。この際、ダ

ブルチェックを励行する。
　　　（10）内服薬、注射、輸血、検査などの諸オーダーは上級医と協議の上、院内マニュアルに従って行う。
　　単独で行ってはいけない行為
　　　（1）心臓カテーテル検査ならびに心血管造影検査
　　　（2）心臓血管外科手術
　　　（3）手術患者の術前・術後管理
　　　（4）術後患者の創部処置
　　　（5）心嚢穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺
　　　　上記以外の処置でも慣れるまでは単独で行ってはならない。

　 4 ．研修期間
　　　基本的に 3カ月間研修が望ましいが、1カ月、2カ月でも可。

　 5 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

8 9 13 16 18
月 回診 手術（成人） 血管カテーテル治療 小児術前カンファレンス −

火 総回診 手術（小児、血管） 病棟業務
小児循環器カンファレンス
成人循環器カンファレンス

抄読会
水 回診 手術（成人） 病棟業務 手術カンファレンス
木 回診 手術（小児・成人）血管カテーテル治療 病棟業務 −
金 回診 手術（血管） 病棟業務 研究会・学会など
土 回診 病棟業務 病棟業務 −
日 − − − −
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　 6 ．定員
　　　研修医 1年目：1期間（3ヵ月）2名
　　　研修医 2年目：1期間（3ヵ月）2名

　 7 ．指導体制
　　　当科における指導医と専門領域は以下のごとくである。
　　　なお下記以外の研究員、病棟医も直接指導に当たる。

氏　　名 職　　名 専門分野 外来担当日
宮地　　鑑 教　授 小児先天性心疾患 月

鳥井　晋三
医学教育研究開発センター
医療安全学研究部門

教　授

虚血性心疾患、弁膜症、心臓血管外科一般、
不整脈手術（ペースメーカー、ICD，CRT�など）

月・火

宮本　隆司 准教授 小児先天性心疾患 水
北村　　律 准教授 冠動脈手術、僧帽弁手術、心臓血管外科一般 火・金
美島　利昭 講　師 大動脈ステントグラフト、腹部・末梢血管手術 水
大久保博世 診療講師 大動脈ステントグラフト、腹部・末梢血管手術 月・木

　 8 ．評価方法
　　�　当科では、研修の終わった時点で、参考資料（心臓血管外科研修医評価票）に示すごとく、各評価

項目について指導医による評価を行う予定である。

　 9 ．研修プログラム修了の認定
　　�　各指導医の個人的評価ならびに心臓血管外科研修医評価票の結果を参考にして総合的に研修プログ

ラム修了の認定を行う。

　10．その他（注意事項、特記事項等）
　　�　心臓血管外科の研修は原則として北里大学病院で行う。ただし希望があれば、選択研修期間中に他

院における短期研修は可能である。
　　�　当心臓血管外科では、成人心臓外科グループと小児心臓外科グループがあり、病棟や仕事内容もか

なり異なるので、同時に両者の研修は行えない。したがって期間を分けて両者を研修するか、希望に
よって成人ないしは小児のみを研修することも可能である。

　11．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医として 2年間の研修を修了した後、引き続き心臓血管外科の専門医を目指して研修を希望す

るものはさらに病棟医として研修が必要である。
　　�　心臓血管外科専門医取得のためには、2年間の初期研修医修了後、さらに 3年間の外科専門医修練

カリキュラムを修了せねばならない。外科専門医取得の後、心臓血管外科専門医プログラム（2 ～ 3
年）を修了して専門医取得となる。したがって心臓血管外科専門医取得に必要な期間は最短 7年間で
あり、本プログラム修了後も引き続き北里大学あるいは専門医認定修練施設（心臓血管外科専門医認
定機構によって認定された基幹施設ないしは関連施設）において、5年以上の修練が必要である。

　12．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　心臓血管外科
　　　指導責任者：宮地　鑑（心臓血管外科長）

（文責：宮地　鑑）
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院脳神経外科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　今回の卒後研修カリキュラムの一環として、初期研修医プログラムに将来の専門医を重視した専門
医重視コースが追加された。将来、神経系に興味があれば�1�年次あるいは�2�年次に脳神経外科研修を
積極的に選ぶことができる。本来の卒後研修の目的は�primary�care�の習得であるため、この選択研修
の目標は将来脳神経外科専門科領域を選んだ時に必須と考えられる①外科学・救急医学領域に関係し
た�primary�care�と、②脳神経外科専門医研修コースの入門編として位置づける。

　　�　一人前の脳神経外科医として活躍するためには、最低限�6�年間の研修期間（研修医および病棟医）
が必要であり、そのためにはこの期間における一貫性のある教育が必要である。初期脳神経外科入門
編プログラムでは、神経学および脳神経外科学の知識が要求されるのはもちろんであるが、この時期
には厚生労働省の初期臨床研修到達目標に示されている、これからの医師としての基本的資質を体得
し、知識と技術を学ぶことが重要と考えている。

　　�　北里大学病院脳神経外科は、毎年全国でも有数の脳腫瘍や血管障害の手術および血管内治療件数を
誇り、救命救急・災害医療センター（脳神経外科）との連携も全国施設のモデルとなるような運営を
行なっている。さらに、東北大学・秋田大学・岩手医科大学・山形大学・山梨大学・山口大学・佐賀
大学といった大学病院が関連施設となっているのも特徴である。後期の研修を修了した暁には、脳神
経外科専門医を取得する条件が整う。専門医取得後は、第一線の脳神経外科医として活躍でき、さら
に専門性の高い、脳卒中専門医、脳卒中の外科学会技術認定医・指導医、神経内視鏡技術認定医、脊
髄外科学会認定医・指導医、脳血管内治療専門医・指導医、小児神経外科認定医、がん治療認定医、
等取得に向けたアドバンスドコース選択、国内外留学を選択するコースがある。

　 1 ．行動目標
　　�　医療人として必要な基本姿勢・態度を涵養する。基本的には医師であり、自主的な態度、行動を尊
重するが、“かくあるべき”と考える方策を指導する。

　　（1）医師−患者信頼関係の確立
　　（2）チーム医療の一員としての役割確認と行動
　　（3）問題対応能力の習得
　　（4）安全管理の理解と実践
　　（5）医療面接
　　　　コミュニケーションスキルを習得し、患者の病歴聴取と記録を行なう
　　　　インフォームド・コンセントと患者、家族への適切な指示・指導を行なう
　　（6）症例提示
　　　　症例提示と討論
　　　　カンファレンス、学術集会への参加
　　（7）診療計画
　　　　診療計画の作成
　　　　診療ガイドライン、クリティカルパスの理解と活用
　　　　入退院の適応判断

脳神経外科
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　　　　QOL�を考慮した管理計画への参画
　　（8）医療への社会性
　　　　医療制度、医療の倫理の理解と実践

　 2 ．経験目標
　　�　研修医�2�年次では、研修医単独で行なってよい行為は�1�年次に比べ拡大するが、原則として上級指

導医の承認を必要とする（別記）。
　　（1）経験すべき診察法・検査・手技
　　　　①�基本的診察：病歴の聴取の仕方、全身所見と神経学的所見の取り方と記載方法を修得する。神

経学的局所診断の基礎知識と実技を取得する。
　　　　②�基本的検査法（その�1）：血算、出血時間測定、血液型判定、交叉適合試験、心電図など基本

的な検査法の実施と結果の解釈の仕方を修得する。
　　　　③�基本的検査法（その�2）：全身所見、神経学的所見を基にして、更に診断を確定するために必

要な基本的検査方法を選択、指示し解釈もできるようにする。例えば、血液生化学検査、腎機
能検査、細菌学的検査、単純 X�線検査、髄液検査、CT�検査、MRI�検査、血管撮影検査などの
補助検査を、目的に応じていかに侵襲の少ない検査から始めて確定診断の補助とするか、検査
の進め方、解釈の仕方、鑑別診断のあげ方を学ぶ。

　　　　④�基本的治療戦略確定方法：診断を確定したならば、基本的な治療法の決定、実施を修得する。
保存的治療を行なうのか、外科的治療の適応があるのか、放射線・化学療法治療を行うのか判
断する能力を養う。

　　　　⑤基本的手技：例えば、注射法、採血法、穿刺法（腰椎穿刺）などを修得する。
　　　　⑥救急患者に対する救急処置の実際を修得する。
　　　　⑦ poor�risk�患者に対する、術前術後の管理の修得。手術侵襲に対する考え方の基礎知識の修得。
　　　　⑧手術手技の基本的知識の修得を行なう。脳神経外科患者に行なわれる基本的手術手技の修得　
　　　　　�（大きな手術の助手を務めることにより修得すると同時に、小さな手術は術者としてこれを施

行し修得する）。研修医で術者として行い得る手術は気管切開、頭蓋穿孔術、脳室ドレナージ、
脳室腹腔短絡術、陥没骨折整復の簡単なもの、慢性硬膜下血腫穿頭洗浄などである。

　　　　⑨終末期医療に対する考え方、患者、家族との人間関係、信頼関係の形成について研修する。
　　　　⑩�インフォームド・コンセントの考え方および実際を身に付ける。医療の社会的側面（医療制度、

社会福祉、医の倫理など）について、しっかりした考えを身に付ける。
　　　　⑪�コ・メディカルの医療メンバーと協力して、チームワーク良く、患者の診療に当たるよう常に

心がける。
　　　　⑫�診断までの過程、治療計画、治療経過などを文書で明瞭に診療録に記載する癖をつける。問題

点を明記し、先輩の医師に聞くだけでなく、自ら文献を調べて問題点を解決する努力をする。
　　　　⑬病院の診療マニュアルに則り、指示出し・指示受けの確認事項を遵守し、安全な診療に努める。
　　（2）経験すべき症状・病態・疾患
　　　　①頻度の高い症状
　　　　　意識障害
　　　　　痙攣発作
　　　　　失語症、高次脳機能障害
　　　　　視力障害、視野狭窄、眼球運動障害
　　　　　顔面運動・知覚障害
　　　　　聴覚障害・めまい
　　　　　嚥下困難、嗄声
　　　　　髄膜刺激症状
　　　　　頭蓋内圧亢進症
　　　　　四肢麻痺、片麻痺、単麻痺
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　　　　　四肢感覚障害
　　　　　膀胱直腸障害
　　　　　歩行障害
　　　　　小脳失調症状
　　　　　不随意運動
　　　　②緊急を要する病状、病態
　　　　　心肺停止
　　　　　ショック
　　　　　脳血管障害急性期
　　　　　頭蓋内圧亢進症状、脳ヘルニア
　　　　　全身痙攣、てんかん発作
　　　　③経験が求められる疾患・病態（神経系）
　　　　　脳・脊髄血管障害
　　　　　脳・脊髄腫瘍
　　　　　脳・脊髄外傷
　　　　　変性・脱髄疾患
　　　　　脊椎変性疾患（椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、OPLL�など）
　　　　　脳炎・髄膜炎・脳腫瘍
　　　　　先天奇形・水頭症
　　　　　機能的疾患（痛み、不随意運動）
　　　　　乳幼児、小児
　　　　　高齢者
　　　　　痴呆、情動不隠、意識障害者

　 3 ．研修期間
　　�　2�ヶ月から最長�5�ヶ月である。

　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月
医局会
症例検討会
手術検討会

チャート
カンファレンス 手術、病棟業務、検査 チャートカンファレンス

火 手術、脳血管内手術、病棟業務、検査 チャートカンファレンス

水
勉強会
MMC

手術検討会

チャート
カンファレンス

教授回診
病理カンファレンス

放射線治療カンファレンス
脳血管内手術、病棟業務、検査 退転院

検討会
チャート

カンファレンス

木 手術、病棟業務、検査 チャートカンファレンス

金
抄読会
症例検討会
手術検討会

虚血性脳血管
障害症例検討会
（神経内科と合同）

手術、病棟業務、検査 チャートカンファレンス

土 病棟業務
日

　　�　初期研修中は、現在の法規制に則り勤務体系が考慮される。朝の検討会は全員が集合でき最も多く
の情報共有ができるため、朝�7�時 15�分から夕方 4�時 15�分までで、昼の休憩時間 1時間を基本とする。
後期研修においては、勤務時間は増加するが、やはり現在の働き方改革に則り、柔軟な体制で研修を
行う事が可能なように考慮している。女性医師に対しては、妊娠・出産・育児等、それぞれの人生設
計に合わせて、テイラーメイドの勤務体系を提案している。男性医師に関しても育児の必要性がある
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場合は、可能な限り希望に沿うように医局員の協力が得られる環境にある。
　　MMC（Morbidity�Mortality�カンファレンス）：月に一回問題症例について、検討会を行う

　 5 ．定員
　　　定員は限定しません。熱意のある人は採用します。

　 6 ．指導体制
　　�　北里大学病院では研修医は病院長直属であるが、脳神経外科における教育指導責任者は科長（主任

教授）である。疾患によりさらに専門グループで診断・治療にあたる。
　　　登録指導医：佐藤　澄人
　　　指　導　医：主任教授　隈部　俊宏（科長）
　　　　　　　　　准 教 授　秀　拓一郎
　　　　　　　　　診療准教授　佐藤　澄人（教育担当、外来主任）
　　　　　　　　　講　　師　柴原　一陽（病棟主任）
　　　グループ例：腫瘍
　　　　　　　　　脳血管障害
　　　　　　　　　脳血管内治療
　　　　　　　　　脊椎・脊髄
　　　　　　　　　小児神経
　　　　　　　　　神経救急（外傷など）
　　　　　　　　　機能的疾患、術中電気生理モニタリング
　　　�　各疾患の�staff�には教授、准教授、講師、診療講師クラス（複数）があたる。chief� resident�には

卒業 5～ 6年目で病棟医の最上級生が任命され、患者の診断、研修医の教育支援を行なう。日常診
療で、常時、研修医の指導に関与するのは、登録指導医、病棟�Staff（指導医）、chief�resident�及び
数名の病棟医である。症例検討、手術手技、病棟回診には教授以下スタッフ全員であたる。いろい
ろな疑問、手技の指導など、可能な限りきめ細かく指導し、一人一人手造りで主体性を持った人材
育成を目指している。

　 7 ．評価方法
　　�　登録指導医が研修目標の到達状況を評価する。研修開始時に配布される研修手帳に、研修医は研修

状況を記録する。到達目標の達成の有無は、この記録及び関係した指導医の申告を受けて科長が判断
する。

　　�　評価の項目は以下のとおりであるが、これらのうち、脳神経外科の研修を通じて修得できる項目を
中心に評価する。

　　（1）行動目標項目
　　　　医療者として必要な基本姿勢・態度
　　　　①患者−医師関係
　　　　②チーム医療
　　　　③問題対応能力
　　　　④安全管理
　　　　⑤症例呈示
　　　　⑥医療の社会性
　　（2）経験目標項目
　　　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　　　　①医療面接
　　　　　　②基本的な身体診察法
　　　　　　③基本的な臨床検査
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　　　　　　④基本的手技
　　　　　　⑤基本的治療法
　　　　　　⑥医療記録
　　　　　　⑦診療計画
　　　　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　　　　　①頻度の高い症状
　　　　　　②緊急を要する症状・病態
　　　　　　③経験が求められる疾患・病態
　　　　　　　・血液・造血器・リンパ網内系疾患
　　　　　　　・神経系疾患
　　　　　　　・皮膚系疾患
　　　　　　　・運動器（筋骨格）系疾患
　　　　　　　・循環器系疾患
　　　　　　　・呼吸器系疾患
　　　　　　　・消化器系疾患
　　　　　　　・腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患
　　　　　　　・妊娠分娩と生殖器疾患
　　　　　　　・内分泌・栄養・代謝系疾患
　　　　　　　・眼・視覚系疾患
　　　　　　　・耳鼻・咽喉・口腔系疾患
　　　　　　　・精神・神経系疾患
　　　　　　　・感染症
　　　　　　　・免疫・アレルギー疾患
　　　　　　　・物理・科学的因子による疾患
　　　　　　　・小児疾患
　　　　　　　・加齢と老化
　　　　Ｃ．特定の医療現場の経験
　　　　　　①救急医療の場において
　　　　　　②外来医療の場において
　　　　　　③予防医療の場において
　　　　　　④地域保健・医療の現場において
　　　　　　⑤周産・小児・成育医療の場において
　　　　　　⑥精神保健・医療の場において
　　　　　　⑦緩和・終末期医療の現場において

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　�　共通項目参照

　 9 ．研修上の注意、研修医の処遇
　　（1）勤務時間、給与
　　　　当院の規定による
　　　　当直週�1�～�2�回
　　（2）教育に関する行事
　　　　�　北里大学病院脳神経外科での研修は、conference（脳神経内科との合同�conference、病理検討

会、brain� cutting�など）が週 1～ 2回あり、これらに出席して診断・治療に関する幅広い領域の
考え方を学ぶ。外国語雑誌を中心とした抄読会が週 1回あり、担当の文献を読んで要約を発表す
る。毎週�1�回、1�テーマに関する論文をまとめて発表する勉強会が催される。症例検討会、手術
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検討会は週 3回行われ、治療方針が決定される。研修医はこれらの行事に積極的に参加すること
を義務けられる。研修医�2�年目からは、地方会程度の学会に発表し、積極的に論文にすることを
指導される。科長回診は週�1�回、その他病棟�staff�による回診が適時行なわれる。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医としての�2�年間の研修を終了後、引き続き脳神経外科の研修を希望する場合、さらに病棟医

として�4�年間の後期研修を行なう（別記資料参照）。
　　�　日本脳神経外科学会専門医取得に必要な期間は前期研修期間を含めて最低�6�年間であり、専門医試

験の受験資格を取得することができる（学会会員として�4�年以上の正会員資格が必要）。
　　�　また、subdivision�領域としてさらに、脳卒中専門医、脳卒中の外科学会技術認定医・指導医、神
経内視鏡技術認定医、脊髄外科学会認定医・指導医、脳血管内治療専門医・指導医、小児神経外科認
定医、がん治療認定医、等を取得するコースもある。基礎・臨床研究を希望する場合、医療系大学院
に進学することも可能である。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−9337
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−7788
　　北里大学病院　脳神経外科
　　　隈部俊宏
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院整形外科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　2005 年度厚生労働省統計によると、外来患者数は消化器疾患 18.3％、筋骨格系及び結合組織の疾
患 13.9％、循環器疾患 13.4％であり、運動器にかかわる疾患が第 2位であることからも分かるように、
運動器に障害を有する国民が増加している。なかでも高齢人口が増加するなかで、脊椎疾患、骨粗鬆
症、変形性関節症などによって骨・関節機能に何らかの障害を有する高齢者の増加が著しい。研修の
「到達目標」である「医療人として必要な基本的姿勢と態度」、すなわち（1）患者−医師関係、（2）
チーム医療、（3）問題対応能力、（4）安全管理、（5）医療面接については、必修科目の研修で習得さ
れているわけであるから、この基本的な研修成果に立脚して、整形外科に特有の検査法、疾患の病態、
診断手順、治療における考え方、基本手技を習得することになる。

　 1 ．行動目標
　　以下については、配属後 2 週間、病棟医以上の医師の指導下に行う。
　　（1）研修医が単独で行ってよいこと
　　　　①�静脈採血、動脈採血、末梢静脈カテーテル留置、皮内注、皮下注、筋注、管注、末梢静脈注射、

輸血：これはすでに必修科でやっているので最初から単独でもよい（ただし研修医 2年目（選
択科目として）では、既に 1年目で行っているので配属直後から行ってよい）。

　　　　②全身の視診、打診、触診、打腱器を用いた診察、運動機能の計測
　　　　③�関節穿刺、関節注射：配属後、2週間は病棟医以上の医師の指導下に行い、その時点で十分に

習得できていると考えられる場合には、登録指導医、病棟主任が判断し、単独で行うことを許
可する。単独で行う際にも 2回までとし、困難な場合には病棟医以上が対応する。

　　　　④�内服薬、注射、検査、理学療法などのオーダー
　　　　　�オーダー入力は指導医の指示のもとに行う。そのオーダーは研修医と病棟医以上の医師の確認

サインの記入されたワークシートにより実施される。
　　　　⑤�皮膚消毒、包帯交換、創傷処置：2週間は病棟医以上の医師の指導下に行い、その時点で十分

に習得できていると考えられる場合には、登録指導医、病棟主任が判断し、単独で行うことを
許可する。

　　　　⑥��局所浸潤麻酔
　　　　⑦�抜糸、ドレーン抜去
　　　　⑧�皮下の止血、皮下の膿瘍切開、排膿、皮膚の縫合
　　　　　⑥、⑦、⑧の時期、方法については指導医と協議する。
　　　　⑨�上記に記した事項以外は病棟医以上の医師の指導下に行う。
　　（2）単独で行ってはいけないこと
　　　　①�小児の採血、中心静脈穿刺、動脈ライン留置
　　　　　とくに指導医の許可を得た場合はこの限りではない。年長の小児はこの限りではない。
　　　　②�腰部硬膜外穿刺
　　　　③�単純 X線撮影、CT、MRI、核医学検査、脊髄造影、関節造影、筋電図
　　　　④�鋼線牽引、ギプス巻き、ギプスカット、副子固定

整形外科
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　　　　⑤�脊椎麻酔、硬膜外麻酔、神経ブロック
　　　　⑥�深部の止血
　　　　　応急処置を行うのは差し支えない
　　　　⑦�深部の膿瘍穿刺、切開、排膿、深部の縫合
　　　　⑧�内服薬および注射（麻薬、抗悪性腫瘍剤）
　　　　⑨�診断書、証明書の作成
　　　　　診断書、証明書の内容は、指導医が確認して、指導医がサインをする。
　　　　⑩�病状説明
　　　　　�正式な場での病状説明、ベッドサイドでの病状に対する簡単な質問に答えることは研修医が単

独で行ってはならない。（指導医あるいは主治医と一緒に行う）。

　 2 ．経験目標
　　・�「到達目標」に挙げられている「A．経験すべき診察法・検査・手技」、「B．経験すべき症状、病態、

疾患」、「C．特定の医療現場の経験」のなかで、日常診療でよく遭遇する疾患・外傷の症状・所見
からその病態を理解し、診察法、基本的な検査、治療法選択のために行われる特殊な検査や手技を
経験することが、整形外科における研修の目標となる。これは卒前教育におけるM6の選択実習を
進めるものとなる。

　　・�研修は主に外来・病棟において行われ、病棟医、登録指導医（スタッフ）とともにチームに属し、
その一員として受け持ち医となり直接患者と接し、診療に参加しながら以下の事項を習得する。科
長回診、術前・術後カンファレンス、チャート回診、科長回診では受け持ち医としてプレゼンテー
ションを行う。

　　　　（1）運動器の特徴と基礎知識を習得する。
　　　　（2）整形外科的診断法とその記載法を習得する。
　　　　（3）骨関節の画像の原理と読影法を習得する。
　　　　（4）整形外科的治療法に関する基本的な知識を習得する。
　　　　（5）手術の適応や術式選択についての基本的な考え方を習得する。
　　　　（6）指導医のもとで、簡単な手術手技を習得する。
　　　　　　・�整形外科研修で経験が求められる疾患は、①骨折、②関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靱帯損

傷、③骨粗鬆症、④脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）などであり、これらについて、外来
診療や入院患者の受け持ちとして症例のレポートを提出する（代表例 1 例で可）。整形外
科研修の研修後感想文も併せて提出する。

　　　　　　・�特定の医療現場の経験は、運動器疾患の治療において不可欠な分野であるリハビリテーシ
ョンセンターにおいて、運動器、障害のリハビリテーションのあり方、とくに急性期リハ
について研修する。

　 3 ．研修期間
　　　厚生労働省の定めに従い医師国家試験に合格した時点より 2 年間とする。
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　 4 ．研修週間スケジュール（回診・カンファレンス等）
午　　前 午　　後

月
7：30 ～科長回診
9：00 ～外来・病棟業務

火
8：30 ～病棟業務
9：00 ～手術・外来・病棟業務

18：00 ～�抄読会・薬剤・手術器械等の説明会・
学会予演会

水
7：30 ～�手術�

カンファレンス
9：00 ～外来・病棟業務

木 8：30 ～外来・病棟業務 17：00 ～チャート回診

金
8：00 ～病棟業務
9：00 ～手術・外来・病棟業務

土 9：00 ～外来・手術病棟業務（奇数週のみ）
日

　 5 ．定員
　　　定員制限はない。

　 6 ．指導体制
　　　 登録指導医と指導体制（チーム別ツリー）
　　　 登録指導医は 1 名、指導医は整形外科科長、各疾患チーム代表、研究員とする。
　　　　整形外科科長→膝チーム代表→膝チーム研究員→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→股チーム代表→股チーム研究員→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→外傷チーム代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→骨バンクチーム（独自の体制有）→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→ RA、関節炎代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→小児・その他代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→手、肘関節チーム代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→脊椎チーム代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　　　　　　　　　→リハビリ代表→病棟チーフレジデント→病棟医→研修医
　　��〈日当直時間帯における診療行為の指導体制〉
　　　�　整形外科当直内規に準ずる。すなわち、研修医は病棟医以上の指導下に全ての診療行為を行う。

整形外科患者については整形外科当直の指導下に研修を行う。
　　��〈リスクマネージメントの理念と基本姿勢〉
　　　　以下の内容については、北里大学病院「診療の手引き」に従う。
　　　　��●�インシデント・アクシデントへの対応・報告基準
　　　　��●�インシデント（ヒヤリハット）報告書
　　　　��●�医療事故発生時のガイドライン
　　　　��●�医療事故（緊急かつ重大な事例）発生時の報告経路
　　　　��●�医療事故情報報告書
　　��〈事故発生情報、事故予防に関する情報の周知法〉
　　　　現在行っている週 1回、研修医を含めた連絡会において、随時情報を伝達する。
　　��〈研修医の指導・教育の問題点の抽出と対応〉
　　　�　週 1回、病棟チーフレジデントと病棟主任とリスクマネージメント委員担当医を中心に、スタッ

フ全員で研修医に関する問題点をあげて、検討する。重要な議題についてはリスクマネージメント
会議にてリスクマネージメント委員担当医が検討する。
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　 7 ．評価方法
　　　�研修手帳に到達目標を明示した上で項目に基づいて評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　�到達目標に達した研修医に対して研修プログラム修了の認定を行う。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　�　選択科目である臨床研修の目的は、引き続き整形外科専門医となるための基礎研修であることを銘

記するべきであるが、この研修期間はまだ整形外科医ではなく、あくまで研修の身分であることを忘
れてはならない。すなわちいかなる医療行為も独自の判断で行うべきではなく、指導医の判断に従わ
なければならない。

　　　北里大学医学部整形外科学のホームページ（web�site）
　　　http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~seikei/

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医はわずか 2～ 3カ月という短期間の選択科の研修であるため、全身にわたる運動器の疾患と
外傷の全てをカバーすることは不可能である。したがってこの研修期間は、引き続き整形外科を専攻
する研修医の入門的な研修の場と考えることができる。すなわち種々の計測法を中心とする整形外科
的診断法、徒手検査法、画像診断、治療法へのアプローチのごく初歩的な部分を研修するに過ぎない。
これらのことから、研修プログラム修了後に整形外科を専攻すれば、病棟医 1年目として扱うが、初
年度は上級病棟医、チーフレジデント、登録指導医から指導をうけ、医療行為に対しては独自の判断
で行うべきではなく、指導医の判断に従わなければならない。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　整形外科
　　　井上　　玄
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−参　考−

　整形外科臨床研修カリキュラム 2005（社団法人日本整形外科学会教育研修委員会より）

［整形外科短期研修医］研修期間：1～ 3カ月の到達目標：◎
［整形外科長期研修医］研修期間：4～ 6カ月の到達目標：○

 I ．救急医療

　 1 ．一般目標
　　運動器救急疾患・外傷に対応できる基本的診察能力を修得する。

　 2 ．行動目標
　　（1）◎多発外傷における重要臓器損傷とその症状を述べることができる。
　　（2）◎骨折に伴う全身的・局所的症状を述べることができる。
　　（3）◎神経・血管・筋腱損傷の症状を述べることができる。
　　（4）◎脊髄損傷の症状を述べることができる。
　　（5）◎多発外傷の重症度を判断できる。
　　（6）◎多発外傷において優先検査順位を判断できる。
　　（7）◎開放骨折を診断でき、その重症度を判断できる。
　　（8）◎神経・血管・筋腱の損傷を診断できる。
　　（9）◎神経学的観察によって麻痺の高位を判断できる。
　　（10）◎骨・関節感染症の急性期の症状を述べることができる。

 II ．慢性疾患

　 1 ．一般目標
　　適正な診断を行うために必要な運動器慢性疾患の重要性と特殊性について理解・修得する。

　 2 ．行動目標
　　（1）◎変性疾患を列挙してその自然経過、病態を理解する。
　　（2）◎�関節リウマチ、変形性関節症、脊椎変性疾患、骨粗鬆症、腫瘍の X線、MRI、造影像の解釈が

できる。
　　（3）◎上記疾患の検査、鑑別診断、初期治療方針を立てることができる。
　　（4）◎腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれの症状、病態を理解できる。
　　（5）○神経ブロック、硬膜外ブロックを指導医のもとで行うことができる。
　　（6）○関節造影、脊髄造影を指導医のもとで行うことができる。
　　（7）◎理学療法の処方ができる。
　　（8）○後療法の重要性を理解し適切に処方できる。
　　（9）○一本杖、コルセット処方が適切にできる。
　　（10）◎病歴聴取に際して患者の社会的背景やQOLについて配慮できる。
　　（11）○�リハビリテーション・在宅医療・社会復帰などの諸問題を他の専門家、メディカルスタッフ、

社会福祉士と検討できる。
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 III ．基本手技

　 1 ．一般目標
　　運動器疾患の正確な診断と安全な治療を行うためにその基本手技を修得する。

　 2 ．行動目標
　　（1）◎主な身体計測（ROM、MMT、四肢長、四肢周囲径）ができる。
　　（2）◎疾患に適切な X線写真の撮影部位と方向を指示できる（身体部位の正式な名称がいえる）。
　　（3）◎骨・関節の身体所見がとれ、評価できる。
　　（4）◎神経学的所見がとれ、評価できる。
　　（5）○一般的な外傷の診断、応急処置ができる。
　　　　　①成人の四肢の骨折、脱臼
　　　　　②小児の外傷、骨折：肘内障、若木骨折、骨端離開、上腕骨顆上骨折など
　　　　　③靱帯損傷（膝、足関節）
　　　　　④神経・血管・筋腱損傷
　　　　　⑤脊椎・脊髄外傷の治療上の基本的知識の修得
　　　　　⑥開放骨折の治療原則の理解
　　（6）○免荷療法、理学療法の指示ができる。
　　（7）○清潔操作を理解し、創処置、関節穿刺・注入、小手術、直達牽引ができる。
　　（8）○�手術の必要性、概要、侵襲性について患者に説明し、うまくコミュニケーションをとることが

できる。

 IV ．医療記録

　 1 ．一般目標
　　運動器疾患に対して理解を含め、必要事項を医療記録に正確に記載できる能力を修得する。

　 2 ．行動目標
　　（1）◎運動器疾患について正確に病歴が記載できる。
　　　　　主訴、現病歴、家族歴、職業歴、スポーツ歴、外傷歴、アレルギー、内服歴、治療歴
　　（2）◎運動器疾患の身体所見が記載できる。
　　　　　脚長、筋萎縮、変形（脊椎、関節、先天異常）、ROM、MMT、反射、感覚、歩容、ADL
　　（3）◎検査結果の記載ができる。
　　　　　画像（X線像、MRI、CT、シンチグラム、ミエログラム）、血液生化学、尿、関節液、病理組織
　　（4）◎症状、経過の記載ができる。
　　（5）○検査、治療行為に対するインフォームドコンセントの内容を記載できる。
　　（6）○紹介状、依頼状を適切に書くことができる。
　　（7）○リハビリテーション、義肢、装具の処方、記載ができる。
　　（8）◎診断書の種類と内容が理解できる。
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院形成外科・美容外科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　北里大学病院形成外科・美容外科は年間 1,400 件前後の手術をこなし、形成外科領域基幹施設とし
て必要な症例（熱傷、顔面外傷、頭蓋顎顔面の先天異常、手足の先天異常・外傷、良性・悪性腫瘍と
その再建、ケロイド・瘢痕、美容外科、など）を網羅しており、形成外科で扱う疾患を幅広く経験で
きる施設である。

　　�　本プログラムでは研修期間中に形成外科で扱う疾患を理解（診察、診断、治療方針など）し、簡単
な処置や小手術を行うのに必要な基本的手技を習得する。

　 1 ．行動目標
　　�　臨床研修到達目標に掲げられている「医療人としての必要な基本姿勢・態度」の中の「チーム医療」、
「問題解決能力」、｢安全管理」、「症例呈示」が形成外科における行動目標に挙げられる。具体的には

　　（1）チーム医療
　　　　�　研修医は主治医およびチーフレジデントに処置内容・治療方針に関してコンサルテーションす

ることができる。メディカルスタッフと適切なコミュニケーションをとることができる。
　　（2）問題解決能力
　　　　�　研修医は外来患者・入院患者の問題点を把握し全身的・局所的な問題点に対し問題解決能力を

身につける。
　　（3）安全管理
　　　　�　研修医は、処置、手術などを行う際の安全管理を身につけ、医療事故防止及び事故後の対処、

院内感染症対策を理解する。
　　（4）症例呈示
　　　　�　毎日行われるカンファレンスで受け持ち患者の状態の報告、回診時のプレゼンテーション、症

例検討会における症例呈示と討論ができる。

　 2 ．経験目標
　　�　臨床研修到達目標の基準に掲げられている「経験すべき診察法・検査・手技」の基本的手技のなか
で、以下に挙げた形成外科に関する手技については必要最低限の項目として習得する。包帯法、注射
法、採血法、導尿法、ドレーン・チューブの管理、局所麻酔法、創部消毒とガーゼ交換、簡単な切開・
排膿、皮膚縫合法、軽度の外傷・熱傷の処置、など。

　　�　形成外科・美容外科研修医は全身の診察、注射（皮内、皮下、筋肉、末梢静脈）、採血（静脈）な
どの医療行為を内規にそって経験する。

　　�　手術は原則として助手となるが、case�conference を行い充分な知識と技術があると判断した場合
には小手術における術者となることができる。例えば顔面骨々折（頬骨弓単独）、植皮（四肢・体幹）、
顔面や手足の先天異常（簡単なもの）、良性腫瘍（四肢・体幹の簡単なもの）などが挙げられる。

　 3 ．研修期間
　　�　研修期間は 2カ月以上が望ましい。専門領域によってＡ、Ｂの 2グループに分かれ研修を行う。

形成外科・美容外科
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研修期間中に適宜ＡとＢの入れ替えを行う。Ａグループは腫瘍（再建を含む）、手外科などの症例が
中心であり、Ｂグループは口唇口蓋裂、顎顔面外科、美容外科などの症例が中心である。

　 4 ．研修週間スケジュール
　　毎週火曜日に行われる教授回診に受け持ち患者のプレゼンテーションを行う。
　　毎週火曜日に行われる術前検討で次週手術予定患者のプレゼンテーションを行う。
　　月曜日から金曜日までの間、Ａ・Ｂのグループにより外来診療、手術に分かれる。

　 5 ．定員
　　　定員は特に定めない。
　　　形成外科に興味のある者。

　 6 ．指導体制
　　　�研修期間中は「受け持ち医」として、主治医およびチーフレジデントと診療に従事する。

　 7 ．評価方法
　　　研修医の評価は到達目標を明示した上で、主治医（指導医）が目標に達しているか否かを評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　特になし。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　　特になし。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　2 年間の研修修了後に形成外科・美容外科病棟医（専攻医）としての研修コースを選択することが

可能である。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　北里大学病院　形成外科・美容外科
　　　多那（秘書）042−778−9074（直通）、または杉本孝之（医局長）まで
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院泌尿器科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　当泌尿器科は相模原市、町田市を中心とした診療圏に加え、低侵襲治療や腎移植などにおいては診
療圏外からも多くの症例が集まり、全国でもトップクラスの泌尿器科疾患の症例を経験できる施設で
ある。低侵襲治療においては、2013 年より内視鏡手術支援ロボットである da�Vinci® が導入され、前
立腺手術や腎臓の手術に加え、膀胱や尿管の手術も施行されており、さらなる低侵襲治療を展開して
いる。

　　�　本プログラムでは、外科系研修プログラムとして、基本的な外科手技である結紮や縫合、周術期管
理を習得し、さらには癌の緩和医療や腎移植治療を通してチーム医療を身につけることも目標とする。

　 1 ．行動目標（医療人として必要な基本姿勢・態度）
　　①患者−医師関係の確立
　　　患者・家族と良好な人間関係を確立できるようにする
　　②チーム医療の認識と行動
　　　�泌尿器科分野におけるがん診療や腎移植治療などにおいてはチーム医療が重要であり、自身の医療

チームの一員としての役割を理解し、他職種と協調した医療を遂行する
　　③問題対応能力
　　　�診断、治療に加えて、退院後の社会生活における問題点なども把握し、その問題を解決すべく情報

を収集し、日々のチャートやカンファレンスなどを利用して対応方法を身につける。またこの問題
に対応する過程において、生涯にわたる自己学習の習慣を身につける

　　④安全管理
　　　�医療事故を未然に防ぐため、そして自身を含めた医療人の安全のためにも危機管理の方策と安全文

化を学ぶ
　　⑤症例呈示
　　　カンファレンスや学会などを通して、患者情報を的確に提示する能力を身につける
　　⑥医療の社会性を理解
　　　医療のもつ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する意識を育てる

　 2 ．経験目標
　　�Ａ経験すべき診察法・検査・手技
　　　①診察法
　　　　ａ基本診察（問診、視診、聴診、触診）
　　　　ｂ泌尿器科としての診察（視診、腹部・背部・直腸診などの触診、シャント音を含めた聴診）
　　　②検査
　　　　ａ膀胱鏡検査
　　　　ｂ逆行性腎盂尿管造影
　　　　ｃ泌尿器（腎、膀胱、精巣等）超音波断層検査
　　　　ｄ経直腸前立腺超音波検査

泌尿器科
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　　　③手技
　　　　ａ血管穿刺と採血・注射
　　　　ｂ導尿
　　　　ｃ創傷処置、包帯交換
　　　　ｄ手術手技（結紮、縫合、陰嚢・陰茎手術、開腹手術および腹腔鏡手術の助手）
　　Ｂ経験目標
　　　①症状
　　　　頻尿、尿閉、尿失禁、排尿困難、血尿
　　　　背部～側腹部痛、下腹部痛、陰嚢痛
　　　②病態・疾患
　　　　�泌尿器悪性腫瘍、小児泌尿器疾患、腎不全・腎代替療法、尿路通過障害、尿路外傷、尿路・性器

感染症、神経因性膀胱、尿路結石、男性機能障害、尿失禁

　 3 ．研修期間
　　　2− 3カ月

　 4 ．研修医の教育：週間スケジュール
午前 午後

月 病棟業務 病棟業務、手術、検査
火 病棟業務、手術、検査
水 � カンファレンス� →� 手術、病棟業務�
木 � 抄読会� →� 手術、病棟業務�
金 � 病棟回診（学生実習時）� →� 手術、病棟業務、検査�
土 病棟業務（1、3、5週）

　 5 ．定員
　　　研修医 1年、2年：各期間に計 4名までを原則とする

　 6 ．指導体制
　　�　病棟には病棟主任のもとに、登録指導医一名をおく。病棟チーフレジデントは病棟主任と登録指導
医と連携し、病棟医を指名して診療チームを患者ごとあるいは疾患群ごとに編成する。診療科長は全
体の研修課程を検討し、必要があれば学外施設に出向研修を推奨することができる。また、診療科長
はリスクマネージャーとして、研修の質を確保すると共に医療安全対策に専心する。

　 7 ．評価方法
　　�　研修を修了したのち、研修医評価票により指導医による評価を行う。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　�　診療科長または病棟主任による口頭試験を行う。

　 9 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　泌尿器科に進路を希望する応募者には、日本専門医機構泌尿器科専門医による研修認定を申請する。

　10．連絡先
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科・神経耳科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　将来耳鼻咽喉科を選択したいと考えている研修医はもちろんであるが、将来自分が選択する科に必
要な耳鼻咽喉科的知識や技術を研修したいと考えている研修医を対象とし、耳鼻咽喉科・頭頸部外科
に関する診察法・検査・手技および症状・病態・疾患についての知識の習得を行う。また外科系研修
の一部として頭頸部外科に相当する部分、すなわち一般外科手技、術前・術後管理、全身管理、終末
期医療、インフォームドコンセント、終末期医療などについても研修する。なかでも気道管理（気管
切開術および気管孔の管理）は必修修得目標である。

　　①行動目標
　　　基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラムに定められた行動目標に同じ。
　　　個別の行動目標としては
　　　・将来耳鼻咽喉科を選択する際の基礎を築く
　　　・�将来の志望科に関連する耳鼻咽喉科知識・手技・治療法を研修する。とくに、のど、耳、鼻の診

察ができるようになることは、研修の成果として大きい。
　　②経験目標
　　　�「経験すべき診察法・検査・手技」および「経験すべき症状・病態・疾患」「特定の医療現場の経験」

の中の耳鼻咽喉科に関する項目と、耳鼻咽喉科独自の経験目標に分けられる。基本的には主治医、
主治医以外のスタッフまたはチーフレジデントの判断と指導のもとに行う。具体的には

　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　（1）頭頸部診察
　　　（2）�内視鏡検査、単純Ｘ線検査、造影Ｘ線検査、Ｘ線ＣＴ検査、MRI 検査、核医学検査、神経生

理学的検査
　　　（3）基本的手技のうちの大部分（胸腔、腹腔穿刺を除く）
　　　（4）基本的治療法のすべて
　　　（5）医療記録のすべて
　　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　　（1）めまい、聴覚障害、鼻出血、嗄声、誤飲・誤嚥、アレルギー疾患
　　　（2）耳鼻咽喉系・口腔系疾患のすべて
　　　（3）�リンパ節腫脹、視力障害・視野狭窄、呼吸困難、嚥下困難、急性感染症、悪性リンパ腫、甲状

腺疾患、ウイルス感染症、細菌感染症
　　Ｃ．特定の医療現場の経験
　　　（1）緩和・終末期医療
　　Ｄ．耳鼻咽喉科独自の経験目標
　　　（1）鼓膜所見がとれる
　　　（2）耳鏡、鼻鏡、舌圧子、間接喉頭鏡が使える
　　　（3）額帯鏡が使える
　　　（4）耳鼻咽喉科救急の診断と処置ができる
　　　（5）聴覚・言語障害患者とコミュニケーションが取れる

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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　　　（6）気道管理ができる
　　　　�　研修医が単独で実施不許可の診療内容は、「指導者の許可のない診療行為のすべて」および「抗

ガン剤治療の最終チェック者となること」である。

　 3 ．研修期間
　　　1カ月以上

　 4 ．研修週間スケジュール
　　　頭頸部外科（1 年目研修）

早朝 午前 午後 夕
月 採血（当番制） 科長回診 手術 病棟
火 採血（当番制） 手術 内視鏡・腫瘍外来 腫瘍カンファレンス
水 採血（当番制） 手術 手術 病棟
木 採血（当番制） スタッフ回診 食道透視 カンファレンス（任意）
金 採血（当番制） 手術 手術 病棟
土 採血（当番制） 病棟処置（有り土のみ） 病棟（当直者のみ）
日 病棟処置（当直者のみ）

　　　一般耳鼻咽喉科（2 年目の 1 例）
早朝 午前 午後 夕

月 採血（当番制） 科長回診 手術 病棟
火 採血（当番制） 手術 内視鏡 病棟
水 採血（当番制） 手術 病棟処置 病棟
木 採血（当番制） スタッフ回診 食道透視 カンファレンス（任意）
金 採血（当番制） 外来診療陪席 病棟処置 病棟
土 採血（当番制） 病棟処置（有り土のみ） 病棟（当直者のみ）
日 病棟処置（当直者のみ）

　　　�1�週間の予定は必ずしも連続するものではない。
　　　当直は上級スタッフ、レジデントと一緒に担当する。

　 5 ．定員
　　希望者は原則的に全員受け入れる。
　　（希望者多数の場合は卒後教育委員会の判断に委ねる。）

　 6 ．指導体制
　　（1）教授・准教授回診等による指導
　　（2）スタッフ（主治医および外来責任者）による指導
　　（3）チーフレジデントによる指導
　　（4）上級当直医による指導

　 7 ．評価方法
　　（1）出席、研修態度および経験目標の達成度
　　（2）科内評価
　　（3）他職種評価
　　（4）患者評価
　　（5）研修記録簿提出のチェック
　　以上を総合して評価する。
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　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　評価によりプログラム修了が妥当と認められた場合に認定する。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　（1）研修について、特に希望がある場合には、個別に対応する。
　　（2）�行動目標については、2週ごとに達成度を確認し、未達成の部分を達成できるようにする（研修

指導医）。
　　（3）�研修目標疾患を達成するために、外来診療・当直（救急センターを含む）・開業医診療見学を行

うことがある。
　　（4）外来診療においては、当該疾患の医療面接・診察・治療計画・説明・経過観察を行う。
　　（5）外来診療、当直で担当になった患者が入院する場合は受持医となる。
　　（6）�業務の優先順位は個々の研修目標にもよるが、緊急（当直を含む）＞外来診療＞入院診療＞手術

＞検査＞専門外来の順である。
　　（7）学会・研究会への参加、ときに症例発表をすることがある（時期的に研修終了後になることもある）。

　10．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　基本的には、研修医各自の希望による。3年目以降、ひきつづき耳鼻咽喉科研修を続ける場合は、
以下のコースが選択可能である。耳鼻咽喉科専門医の取得をミニマムリクワイヤメントとし、癌専門
医や認定補聴器専門医などの専門職資格と学位（医学博士）の取得をめざす。

　　（1）�北里大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科・神経耳科後期卒後臨床研修プログラム（病棟医在籍なま
までの大学院進学を要望中である）

　　（2）�関連病院耳鼻咽喉科
　　（3）他大学、他病院への耳鼻咽喉科選択（希望があれば紹介状または推薦状を授与する）

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
　　　相談者　山下　　拓　e-mail：tyamahns@kitasato-u.ac.jp
　　　　　　　清野　由輩　e-mail：yutomo.s@kitasato-u.ac.jp
　　　秘　書　高橋千代美　e-mail：takahashi@med.kitasato-u.ac.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院眼科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　 1 ．目標
　　�　将来、眼科を標榜する医師のための初期臨床研修プログラムであり、他科を選択するにしても臨床

研修の一環として眼科を身につけておきたい人のための研修プログラムである。研修期間中は、日本
眼科学会専門医制度カリキュラムに準拠し、眼科研修医ガイドラインに示された眼科臨床に必要な基
本的知識、眼科主要疾患に関する診断・治療技術及び眼科医として必要な基本的態度を学ぶ。主に入
院患者の診察とケアの基本を身につけること、さらに外来患者の予診をとって必要な検査が行えるこ
とを目標とする。

　 2 ．日本眼科専門医制度の眼科研修カリキュラム
　　（1）医の倫理、チーム医療、患者およびその家族との人間関係、社会との関連性
　　（2）医療に関する法律
　　（3）自己学習と自己評価
　　（4）医療安全と危機管理
　　（5）臨床医に求められる基本的な診療に必要な知識、技能、態度の習得
　　（6）一般の初期救急に関する技術の取得
　　（7）眼科臨床に必要な基礎的知識
　　　　�　解剖、組織、発生、生理、眼光学、病理、免疫、遺伝、生化学、薬理、微生物、衛生、公衆衛

生、医学統計、失明予防等
　　（8）眼科診断技術および検査
　　　　�　視力、視野、眼位、眼球運動、両眼視機能、瞳孔、色覚、光覚、屈折、調節、隅角、眼圧、細

隙灯顕微鏡検査、涙液検査、導涙検査、蛍光眼底造影、電気生理学的検査、画像診断（超音波、
CT、MRI、光干渉断層画像等）、細菌、塗沫標本検査等

　　（9）眼科治療技術
　　　　�　基礎的治療手技（点眼、結膜下注射、球後注射、ブジー、涙・洗浄等）、眼鏡とコンタクトレ

ンズの処方および装用指導、視能矯正訓練、ロービジョンケア、伝染性疾患の治療および予防、
眼外傷救急処置、急性眼疾患の救急処置、眼科手術、手術患者の術前および術後処置等

　　　　�（手術については、執刀医、助手を合わせて総数 100 例以上。そのうち、外眼手術、内眼手術お
よびレーザー手術が、それぞれ執刀者として 20 例以上。）

　　（10）他科との診療連携能力の習得
　　（11）症例検討会、眼病理検討会、抄読会、各種学会等への出席
　　（12）�眼科に関する論文を、単独または筆頭著者として 1篇以上、および（集談会等を含む）報告を演

者として 2報以上発表

　 3 ．研修期間
　　　3カ月を基本とするが、1カ月～ 7カ月コースも選択可。

眼　科
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　 4 ．研修週間スケジュール
　　　＜オリエンテーション＞研修はじめの 1 週間

午　　前 午　　後

月
カルテの記載（外来 10 番）
基本的診察手技Ⅰ

眼圧、隅角鏡など（緑内障外来）
チャートカンファレンス
眼科検査オリエンテーション

火 手術見学（中央手術室）
眼底検査など（外来 10 番）
眼科検査オリエンテーション

水 MCC　回診　教授外来見学
外来見学　リサーチカンファレンス
眼科検査オリエンテーション

木 手術見学（中央手術室）
手術見学（総合手術センター）
眼科検査オリエンテーション

金 基本的診察手技Ⅱ（外来 10 番）
眼底検査など（外来 10 番）
病棟業務（病棟チーフ）
眼科検査オリエンテーション

土 その他（各オーベン）
日

　　　オリエンテーション後の基本スケジュール
午　　前 午　　後

月 外来（予診） 病棟（術前診）チャートカンファレンス
火 手術（緑内障） 病棟（術後診）
水 MCC　回診　教授外来 病棟（術前診）リサーチカンファレンス
木 手術（白内障） 病棟（術後診）
金 外来（予診） 病棟
土 病棟（1、3、5週）
日

　　　・研修開始一週目は、研修オリエンテーションを受ける
　　　・�オリエンテーション後は、2W～ 4Wで、5つの専門班（白内障、緑内障、網膜・硝子体、角膜・

屈折、斜視・神経）をローテートする。
　　　・�週一回のチャートカンファレンス（病棟チーフ）、MCC（モーニングカンファレンス）は必修項

目である
　　　・その他の研修時間は、担当研究員の責任指示による
　　　・研修中の外来患者の予診は各研修医の習熟度を指導医が評価し、許可する
　　　・当直は 2カ月目から、希望者はオーベンもしくは眼科当直医と 2人当直とする
　　　��（当直料は別途支給される）

　 5 ．定員
　　　8名

　 6 ．指導体制
　　�　研修医には原則として各班の研究員が指導にあたり、これに研修指導医、病棟主任がチーフレジデ
ント（病棟チーフ）と協力し検査・治療など診療方針の決定に関与する。これを病棟回診、症例検討
会（チャートカンファランス）および専門外来へのコンサルテーションなどを通じて、科長以下の教
育スタッフが監督・指導する体制をとる。外来においては、各指導医の外来診察に立ち会い、問診、
基本手技および患者への説明の習得に努める。研修習熟度を指導医が評価し、許可を受けた場合、外
来患者の予診にあたり、その日の外来責任医師の指導を受けることを義務づける。
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　　　＜指導体制＞
　　　　プログラム責任者：庄司　信行（教授）
　　　　研���修���指���導���医：柳田　智彦（講師）
　　　　病　�棟　�主　�任：柳田　智彦（講師）
　　　　外　�来　�主　�任：飯田　嘉彦（講師）
　　　　病��棟��チ��ー��フ：早川　秀輝 ※2（病棟医）
　　　　指　　��導　　��医：庄司　信行（教授　緑内障）
　　　　　　　　　　　　　石川　　均（教授 ※　斜視神経）
　　　　　　　　　　　　　神谷　和孝（教授 ※　角膜屈折）
　　　　　　　　　　　　　柳田　智彦（講師　網膜）
　　　　　　　　　　　　　飯田　嘉彦（講師　白内障）　　※　医療衛生学部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��※2　2020.4 時点。R3 年度は新規決定します

　 7 ．評価方法
　　�　日本眼科学会専門医制度眼科臨床ガイドラインに基づいた北里大学病院における眼科初期研修ガイ

ドライン（下記）および北里大学病院研修記録に沿って、自己評価を行わせる。指導医は随時これを
点検し、適切な助言、指導をおこなう。

　　　＜眼科初期研修ガイドライン＞
　　　・上級医師が受け持つ�1�～�2�名の患者に対する基本検査を学ぶ
　　　・採血、注射・点滴、穿刺、包交などの基本手技を学ぶ
　　　・周術期における全身管理につき内科医師、麻酔科医師の協力のもと積極的に参加する
　　　・他科に併診依頼した場合、その診察、診断に立ち会う
　　　・患者・家族への上級医師の病状・術前説明に立ち会う
　　　・基本手技（視力・屈折・調節検査、細隙灯顕微鏡検査、眼圧・眼底検査など）の習熟を目指す
　　　・上級医師とともに日直・当直をおこない、眼科救急の実践により初期管理を学ぶ
　　　・�検査・治療を目的とした眼科入院患者（角膜、緑内障、内眼炎、網膜疾患、神経疾患など）を自

ら受け持ち上級医師の指導のもと検査法、結果判定を解析し、診断・治療の手順を学ぶ

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　プログラム責任者および指導医の合議に認定する。

　 9 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　プログラム修了後は、さらに後期研修プログラムに沿って北里大学病院病棟医として、引き続き臨

床研修をおこなう。また、希望者には大学院（博士課程）へ進学し、基礎・臨床研究をおこなうこと
も可能である。卒後 6年間、質・量ともに十分な眼科臨床経験を積めば、日本眼科学会専門医制度眼
科専門医試験を受験することができる。

　10．連絡先および見学申し込み先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　眼科
　　　笠原　正行（医局長）
　　　e-mail：kos@med.kitasato-u.ac.jp（眼科秘書）
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院小児科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　小児科診療は原則として 15 ～ 18 歳以下の小児を対象とし、広範な診療分野を統合して患者を診る
唯一の“総合診療科”である。当小児科の創設以来のモットーは…“小児病棟に入院している子は、
たとえ外科系疾患であっても、治療に関する支援を行う”ということである、担当科が違うから、病
名を知らないから、などは許されない。子供の病気に外科も内科もない。どうやって将来への希望を
つなげてやれるかを医療チームの一員として考えられる、そんな小児科医を育成している。

　　�　大学の初期研修カリキュラムとして、2か月の必修コース（Basic� course）と 2 ～ 5 か月の選択コ
ース（Advanced�course）を作成した。いずれもプライマリ・ケアとしての小児の基本的な疾患に対
する診療能力を身につけることを目標としている。

　　�　また後期研修はさらに充実した専門医への指導が加わる。当大学は地域医療の特色から、初期診断
から高次医療へのトリアージが行われているため、救急医療の現場を体験できる。また専門医の充実、
ほぼ全部の診療分野のエキスパートがそろっている類を見ない大学病院である。小児科専門医の取得
に充分な研修実績を身に着けることができる。

　　背景・特色（成育医療の基本を学ぶために）
　　・豊富な症例数、各専門分野に対応できる診療実績、専門医、指導医の充実
　　・高度救急医療の実践、大学病院としては初めての PICU、HCU開設
　　・周産期母子センターにおける胎児診断～新生児診療の経験
　　・相模原～北里エリアでの地域連携　母子保健への参加（開業医、関連病院、保健所との連携）
　　・相模原市 24 時間小児救急ネットワークシステム
　　・成育医療の実践　思春期外来の併設

　　プライマリ・ケアを行う基礎的能力のトレーニングが可能な大学病院である！

　＜選択プログラム（Advanced�Course）＞
　　必修研修のあと小児科研修を選択希望する研修医に対する、さらに進んだ研修カリキュラム

　 1 ．特　徴
　　・小児科専門医研修コースの入門編
　　・Basic�course にて修得した臨床能力の発展
　　・希望・個性に応じたコース制の導入

　 2 ．一般行動目標
　　・医療面接、カルテ記載、診療計画の立案ができる
　　・頻度の高い疾患についての治療ができる
　　・症例提示、チーム医療の中での役割が理解できる

小児科
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　 3 ．経験目標
　　−経験することが望ましい症候、病態へのアプローチ
　　・蘇生と救急処置、意識障害の初期対応
　　・体重増加不良の鑑別、治療
　　・不明熱の鑑別
　　・精神運動発達遅滞、言語発達遅延
　　・不登校、学習障害、注意欠陥障害、自閉症
　　・周産期医療；新生児仮死、超未熟児、IUGR
　　・予防接種・感染対策への理解
　　・小児期アレルギー性疾患の基本治療

　 4 ．手技、薬物療法、検査
　　・気管内挿管の介助、指導医介在での実践
　　・小児期特有の検査正常値の理解
　　・胸部、腹部単純 Xp検査の判読
　　・腰椎穿刺、骨髄穿刺ができる
　　・原因菌に対する適切な抗生剤の選択ができる
　　・年齢に応じた薬物量、輸液量を決定できる

　 5 ．研修期間・定員
　　　5か月　希望により 1～ 3か月の短期研修（選択実習プランに応じて決定）
　　　定員；8～ 10 名　1期間　1～ 2名まで　病棟の選択は原則的に希望に応じる

　　（1）PICUコース
　　（2）一般病床 /HCUコース
　　（3）周産母子センター（NICU）コース

　 6 ．スケジュール、および研修方法
　　�　初期研修で学んだ知識を生かし、受持医として診療に加わる。プライマリ・ケア研修充実のため、

夜間救急実習、保健所検診事業または地域開業医における見学実習を組み入れる。

　　　 3 か月プラン
Ⅰ〔Ⅰ～ 4週〕 Ⅱ〔4～ 8週〕 Ⅲ〔9～ 12 週〕

午前
病棟実習 一般外来実習

新生児 1か月検診（土）
病棟実習

午後
病棟実習 病棟実習・専門外来見学 保健所実習・開業医診療見学

（週 1回）

　　　＜Option ＞
　　　＊小児保健実習；相模原保健所検診・予防接種・育児相談
　　　＊開業医診療；おぐちこどもクリニック（淵野辺）　大山小児科（上鶴間）　
　　　　　　　　　　すなおしこどもクリニック（橋本）　愛育こどもクリニック（大和）
　　　＊相模原メディカルセンター；時間外救急診療見学
　　　＊相模原小児科医会、神奈川地方会への参加（発表）
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　 7 ．連絡先
　　研修内容について、また質問や説明を希望される方は以下の連絡先にお願い致します。
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　話　042−778−8111（PHS�16647）
　　E-mail　kenzo@iie-mansion.com
　　北里大学病院　小児科
　　　石倉　健司
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院産婦人科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　全ての医師にとり、人口の半数を占める女性の診療を行う上で産婦人科の知識が重要であるのは勿
論であるが、女性の生理的、形態的、精神的特徴、あるいは特有の病態を把握しておくことは他領域
の疾病に罹患した女性に対して適切に対応するためにも必要不可欠なことである。

　　�　昭和 46 年の開院以来、周産期部門、腫瘍学部門を中心に診療が行われてきたが、近年これに生殖
医学部門が新たに加わりそれぞれ専門的な治療が行われている。

　　�　周産期部門では近年年間約 1000 例の分娩を扱っており、周産期 3次救急病院の基幹病院として、
相模原市周辺地区のみならず神奈川県全域に於いても中心的な役割を果たしている。そのため周辺地
域からの診療依頼は数多く、合併症妊娠の管理については短期間に多くの症例を学ぶことができる。
また、神奈川県周産期救急システムは以前より母体搬送を基本としており、出産前に母体を管理下に
置くことで児の救命率をあげる努力をしてきたが、周産期センターとして小児科NICU�との良好な連
携のもと、年間約 100 例について受け入れている。このことから判るように、産科救急疾患の取り扱
いについても多くの経験を得ることが可能といえる。また、当院には産科麻酔部門があり、産科に特
化した麻酔科医師と連携して麻酔分娩（無痛分娩）や帝王切開を数多く行っている。

　　�　婦人科（腫瘍系）は子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍などに代表される良性疾患と子宮頸部異
形成病変や子宮内膜増殖症などの前癌病変、子宮癌、卵巣癌などの女性臓器から発生する悪性疾患の
診断・治療を行なっている。子宮頸部異形成病変、上皮内癌の診断・治療では主として高周波手術器
を用いた円錐切除を行っている。子宮内膜増殖症や子宮体癌の診断には必要に応じて子宮鏡検査を行
い、妊孕性温存希望の初期の体癌症例では条件によりホルモン治療も行っている。良性卵巣腫瘍、子
宮頸部上皮内病変、子宮内膜増殖症～初期子宮体癌には腹腔鏡下手術も行っている。子宮癌、卵巣癌
の浸潤癌症例では手術療法、化学療法、放射線療法を組み合わせた集学的な治療を行っている。2018
年の悪性腫瘍新規治療症例数（非浸潤癌と境界悪性も含む）は、総数は 195 例で、内訳は子宮頸癌
87 例、子宮体癌 50 例、卵巣癌 33 例、卵巣境界悪性 7例、その他 18 例と、がん専門病院や他大学病
院と比べても遜色ない症例数である。また、大学病院ゆえ心臓疾患や糖尿病、血栓症、精神疾患や高
度肥満など重度の合併症をもったがん患者も周辺地域より多数紹介されてくるが、内科や外科、精神
科と連携し治療が困難な症例にも対応している。

　　�　生殖医学部門では主に不妊症、不育症、婦人科内分泌異常、先天異常に基づく性機能障害等を診療
の対象としている。妊孕性温存を目的として、またminimal� invasive� surgery を目的に腹腔鏡下手術
を積極的に行っており、子宮内膜症手術、子宮筋腫核出術、卵巣嚢腫核出術、子宮全摘出術などを腹
腔鏡下に年間約100症例に対して行っている。1995年からは体外受精—胚移植にも積極的に取り組み、
2018 年度は採卵 58 例、凍結融解胚移植 36 例、顕微授精 10 例を施行した。

　　�　このように当科では産婦人科の三部門いずれにおいても短期間に十分な症例数を経験する事が可能
である。

産婦人科
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　 1 ．一般目標（GIO：General Instructional Objectives）
　　Ａ．一般行動目標（医療人として必要な基本姿勢・態度）
　　　（1）医師−患者関係の確立
　　　（2）チーム医療の一員としての役割認識と行動
　　　（3）問題解決能力の習得
　　　（4）安全管理の理解と実践
　　　（5）医療面接
　　　　　コミュニケーションスキルを習得し、患者の病歴聴取と記録を行う
　　　　　インフォームド・コンセントと患者・家族への適切な指示、指導を行う
　　　（6）症例提示
　　　　　症例提示と討論
　　　　　カンファレンス、学術集会への参加
　　　（7）診療計画
　　　　　診療計画の作成
　　　　　診療ガイドライン、クリニカルパスの理解と活用
　　　　　入退院の適応判断
　　　　　QOLを考慮した管理計画への参画
　　　（8）医療の社会性
　　　　　医療制度、医療の倫理の理解と実践
　　Ｂ．産婦人科行動目標
　　　（1）女性特有の疾患による救急医療を研修する。
　　　　　�　卒後研修目標の一つに「緊急を要する病気を持つ患者の初期診療に関する臨床能力を身につ

ける」とあり、女性特有の疾患に基づく救急医療を研修する必要がある。これらを的確に鑑別
し初期治療を行うための研修を行う。

　　　（2）女性特有のプライマリ・ケアを研修する。
　　　　　�　思春期、性成熟期、更年期の生理的、肉体的、精神的変化は女性特有のものである。女性の

加齢と性周期に伴うホルモン環境の変化を理解するとともに、それらの失調に起因する諸々の
疾患に関する系統的診断と治療を研修する。これら女性特有の疾患を有する患者を全人的に理
解し対応する態度を学ぶことは、リプロダクティブヘルスへの配慮あるいは女性のQOL向上
を目指したヘルスケア等、21 世紀の医療に対する社会からの要請に応えるもので、全ての医
師にとって必要不可欠のことである。

　　　（3）妊産褥婦ならびに胎児・新生児の医療に必要な基本的知識を研修する。
　　　　　�　妊娠分娩と産褥期の管理ならびに新生児の医療に必要な基礎知識とともに、育児に必要な母

性とその育成を学ぶ。また妊産褥婦に対する投薬の問題、治療や検査をする上での制限等につ
いての特殊性を理解することは全ての医師に必要不可欠なものである。

　 2 ．行動目標（SBO：Specific Behavioral Objectives）
　　Ａ．経験すべき診察法・検査・手技
　　　（1）基本的産婦人科診療能力
　　　　　①問診および病歴の記載
　　　　　　�　患者との間に良いコミュニケーションを保って問診を行い、総合的かつ全人的に patient�

profile をとらえることができるようになる。病歴の記載は、問題解決志向型病歴（Problem�
Oriented�Medical�Record�:�POMR）を作るように工夫する。

　　　　　　・主訴
　　　　　　・現病歴
　　　　　　・月経歴
　　　　　　・結婚、妊娠、分娩歴
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　　　　　　・家族歴
　　　　　　・既往歴
　　　　　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。
　　　　　　・視診（一般的視診および腟鏡診）
　　　　　　・触診（外診、双合診、内診、妊婦の�Leopold 触診法など）
　　　　　　・直腸診、腟・直腸診
　　　　　　・穿刺診（Douglas�窩穿刺、腹腔穿刺その他）
　　　　　　・新生児の診察（Apgar�score,�Silverman�score その他）
　　　　　　��［なお、新生児の診察は小児科と協同して行う］
　　　（2）基本的産婦人科臨床検査
　　　　�　産婦人科診療に必要な種々の検査を実施あるいは依頼し、その結果を評価して、患者・家族に

わかりやすく説明することが出来る。妊産褥婦に関しては禁忌である検査法、避けた方が望まし
い検査法があることを十分に理解しなければならない。

　　　　　①婦人科内分泌検査
　　　　　　・基礎体温表の診断
　　　　　　・頸管粘液検査
　　　　　　・ホルモン負荷テスト
　　　　　　・各種ホルモン検査
　　　　　②不妊検査
　　　　　　・基礎体温表の診断
　　　　　　・卵管疎通性検査、子宮卵管造影、子宮内膜日付診
　　　　　　・精液検査
　　　　　③妊娠の診断
　　　　　　・免疫学的妊娠反応
　　　　　　・超音波検査
　　　　　④感染症の検査
　　　　　　・クラミジア感染症検査
　　　　　　・腟トリコモナス感染症検査
　　　　　　・腟カンジダ感染症検査
　　　　　⑤細胞診・病理組織検査
　　　　　　・子宮腟部細胞診
　　　　　　・子宮内膜細胞診
　　　　　　・病理組織生検
　　　　　　・コルポスコピー
　　　　　⑥内視鏡検査
　　　　　　・腹腔鏡
　　　　　　・子宮鏡
　　　　　⑦超音波検査
　　　　　　・ドプラー法
　　　　　　・断層法（経腟的超音波断層法、経腹的超音波断層法）
　　　　　　・分娩監視装置
　　　　　⑧放射線学的検査
　　　　　　・骨盤計測（入口面撮影、側面撮影�:�マルチウス・グースマン法）
　　　　　　・子宮卵管造影法
　　　　　　・腎盂造影
　　　　　　・骨盤 X線 CT検査
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　　　　　　・骨盤MRI 検査
　　　（3）基本的治療法
　　　　�　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。
　　　　�　ここでは特に妊産褥婦ならびに新生児に対する投薬の問題、治療をする上での制限等について

学ばなければならない。薬剤の殆どの添付文書には催奇形性の有無、妊産褥婦への投薬時の注意
等が記載されており、薬剤の胎児への影響を無視した投薬は許されない。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ことは全ての医師に必要不可欠なこ
とである。

　　　　　①処方箋の発行
　　　　　　・薬剤の選択と薬用量
　　　　　　・投与上の安全性
　　　　　②注射の施行
　　　　　　・皮内、皮下、筋肉、静脈、中心静脈
　　　　　③副作用の評価ならびに対応
　　　　　　・催奇形性についての知識
　　Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患
　　　�　研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診断、初期

治療を的確に行う能力を獲得することにある。
　　　（1）頻度の高い症状
　　　　　①無月経
　　　　　②腹痛・腰痛
　　　　　③性器出血
　　　　　�　産婦人科特有の疾患に基づく無月経、腹痛・腰痛、性器出血が数多く存在するので、産婦人

科の研修においてそれら病態を理解するよう努め経験しなければならない。これらの症状を呈
する産婦人科疾患には以下のようなものがある。原発無月経、続発無月経、子宮筋腫、子宮腺
筋症、子宮内膜炎、子宮留血症、子宮留膿症、月経困難症、子宮付属器炎、卵管留水症、卵管
留膿症、卵巣子宮内膜症、卵巣過剰刺激症候群、排卵痛、骨盤腹膜炎、骨盤子宮内膜症、機能
性子宮出血、子宮腟部びらん、頸管ポリープ、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、外陰がん、
腟がん、外傷などがあり、さらに妊娠に関連するものとして異所性妊娠、切迫流早産、常位胎
盤早期剥離、前置胎盤、切迫子宮破裂、陣痛などが知られている。

　　　（2）緊急を要する症状・病態
　　　　　①急性腹症
　　　　　�　産婦人科疾患による急性腹症の種類はきわめて多い。「緊急を要する疾患を持つ患者の初期

診療に関する臨床的能力を身につける」ことは最も大きい卒後研修目標の一つである。女性特
有の疾患による急性腹症を救急医療として研修することは必須であり、産婦人科の研修におい
てそれら病態を的確に鑑別し初期治療を行える能力を獲得しなければならない。急性腹症を呈
する産婦人科関連疾患には異所性妊娠、卵巣腫瘍茎捻転、卵巣出血などがある。

　　　　　②流・早産および正期産
　　　　　産婦人科研修でしか経験できない経験目標項目である。
　　　（3）経験が求められる疾患・病態（理解しなければならない基本的知識を含む）
　　　　　①産科関係
　　　　　　・妊娠・分娩・産褥ならびに新生児の生理の理解
　　　　　　・妊娠の検査・診断
　　　　　　・正常妊婦の外来管理
　　　　　　・正常分娩の管理
　　　　　　・正常頭位分娩における児の娩出前後の管理
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　　　　　　・正常産褥の管理
　　　　　　・正常新生児の管理
　　　　　　・腹式帝王切開術の経験
　　　　　　・流・早産の管理
　　　　　　・産科出血に対する応急処置法の理解
　　　　　②婦人科関係
　　　　　　・骨盤内の解剖の理解
　　　　　　・視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解
　　　　　　・婦人科良性腫瘍の診断ならびに治療計画の立案
　　　　　　・婦人科良性腫瘍の手術への第２助手としての参加
　　　　　　・婦人科悪性腫瘍の早期診断法の理解
　　　　　　・婦人科悪性腫瘍の手術への参加の経験
　　　　　　・婦人科悪性腫瘍の集学的治療の理解
　　　　　　・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
　　　　　　・婦人科性器感染症の検査・診断・治療計画の立案
　　　　　③その他
　　　　　　・産婦人科診療に関わる倫理的問題の理解
　　　　　　・母体保護法関連法規の理解
　　　　　　・家族計画の理解

＜研修医の医療行為レベル（一般）＞
　　内診に際しては必ず女性看護師の介助のもと、上級医師の指導下に実施すること
　　妊婦外診は上級医師もしくは助産師の指導立会いの下に行うこと
　　Ａ．研修医が単独で行える医療行為
　　　（1）予診、問診
　　　（2）全身の視診、打診、触診
　　　（3）簡単な器具（聴診器、打腱器、血圧計など）を用いる全身の診察
　　　（4）研修 1年目にすでに習得した手技
　　　　　静脈採血、末梢静脈カテーテル留置、動脈穿刺
　　　　��（困難な場合は無理をせず指導医にまかせる）
　　　（5）処置
　　　　　創傷処置、気管内吸引、ネブライザー、導尿、浣腸
　　　（6）注射
　　　　　�抗精神病薬、麻薬、抗悪性腫瘍剤を除く一般薬の皮内、皮下、筋肉、末梢静脈および輸血、局

所浸潤麻酔
　　　（7）抜糸、抜鈎、ドレーン抜去
　　　　��（ただし実施時期は指導医の指示に従う）
　　Ｂ．上級医師の指導下に行える医療行為
　　　（1）経腟超音波断層検査　　　
　　　（2）内診
　　　（3）正常分娩介助
　　　（4）手術助手
　　　（5）抗精神病薬、麻薬、抗悪性腫瘍剤の投与（内服、注射共）
　　　（6）中心静脈穿刺、動脈ライン留置
　　　（7）腟鏡診、コルポスコピー、腟細胞診、ダグラス窩穿刺、子宮内操作
　　　（8）経腟超音波断層検査
　　　（9）腹腔穿刺
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　　　（10）皮下の止血、皮下の膿瘍切開、皮膚の縫合
　　　（11）病状説明
　　　　　ただしベッドサイドでの病状に関する簡単な質問に答えることは単独で行なってよい。
　　　（12）診断書、証明書の作成
　　　　　ただし提出前には指導医のチェックを受ける
　　　（13）処方
　　　　　一般内服薬、一般注射処方に関しては処方内容を指導医と協議すること

＜初期研修医の医療行為レベル（産科）＞

　Level�1： 2 �回目以降、上級医師の許可があれば単独で施行できる。
　Level�2： 2�年目以上の上級医師指導のもとに行う。
　Level�3：スタッフ以上の上級医師指導のもとに行う。
　Level�4：研修医は施行できない。

Level�1 Level�2 Level�3 Level�4

診　察
経腹超音波検査 ○

内診・経腟超音波検査（正期産） ○

内診・経腟超音波検査（早産） ○

外来診察（補助、予診） ○

分娩（自然分娩、麻酔分娩）
陣痛促進剤の投与 ○

分娩の補助、立会い ○

会陰切開 ○

会陰縫合 ○

臍帯切断、胎盤娩出 ○

臍帯血採血 ○

脊椎・硬膜外麻酔（麻酔分娩）の穿刺 ○

硬膜外麻酔の麻酔薬投与 ○

新生児蘇生
正期産児 ○

早産児 ○

帝王切開
術者、第 1助手（開腹前まで） ○

第 2助手（開腹前まで） ○

第 1助手（閉腹時）・縫合糸の結紮 ○

手術創部の消毒、抜鈎 ○

子宮内容除去術
子宮内操作 ○

手術の介助 ○

頸管縫縮術
術者、第 1助手 ○

第 2助手 ○
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Level�1 Level�2 Level�3 Level�4

羊水穿刺
穿刺 ○

羊水穿刺の助手 ○

　 3 ．研修期間
　　　選択研修　希望による研修期間、内容の調整を行なう。

　 4 ．週間研修スケジュール
　　　産科

午　　前 午　　後
8：15 8：30 1 時間 13：30　　　　　　　　　　　　　�16：45 終了

月 ブリーフィング 手術／分娩／病棟業務

昼休み

教授回診 分娩／病棟業務
火 ブリーフィング 手術／分娩／病棟業務 手術／分娩／病棟業務
水 カンファレンス 手術／分娩／病棟業務 手術／分娩／病棟業務
木 ブリーフィング 手術／分娩／病棟業務 カンファレンス 分娩／病棟業務
金 ブリーフィング 手術／分娩／病棟業務 手術／分娩／病棟業務

　　　婦人科（腫瘍系（上段）／生殖・内分泌（下段））
午　　前 午　　後

8：00 9：00 1 時間 16：30 ～ 17：00 終了
勉強会
（月1回）

月 手術カンファレンス
手術・病棟業務

昼休み
手術・病棟業務

外来診療 外来診療

火 教授回診
手術・病棟業務

昼休み
手術・病棟業務

外来診療 外来診療・手術

水
手術・病棟業務

昼休み
手術・病棟業務

8：30（採卵） 採卵・外来診療 胚移植・外来診療

木 手術カンファレンス
手術・病棟業務

昼休み
手術・病棟業務

外来診療 外来診療

金
手術・病棟業務

昼休み
手術・病棟業務

外来診療 外来診療・手術

　 5 ．指導体制
　　　助教（研究員）以上が指導医となり研修医の指導に当たる
　　　1名の指導医に対して 1～ 2名の研修医が割り当てられ研修を行う
　　　助教（研究員）以上のうち 2名が登録指導医となり研修医の評価を行う
　　（1）周産期部門における診療体制
　　　　主治医…教授、講師、助教（研究員）
　　　　受持医…病棟チーフ、病棟医
　　　　研修医
　　（2）腫瘍部門における診療体制
　　　　主治医…准教授、講師、助教（研究員）
　　　　病棟総チーフ
　　　　受持医…病棟チーフ、病棟医
　　　　研修医
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　　（3）生殖・内分泌部門における診療体制
　　　　主治医…講師、助教（研究員）
　　　　受持医…病棟医
　　　　研修医

　 6 ．評価方法
　　�　研修医は研修終了後速やかに初期臨床研修システム（EPOC�2）を介して研修状況を記録する。到
達目標の達成の有無はこの記録および関係した指導医の申告を受けて科長が判断する。

　 7 ．研修プログラム修了の認定
　　　共通項目参照

　 8 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医としての 2年間の研修を修了後、引き続き産婦人科の研修を希望する者はさらに産婦人科専
門医研修プログラムに則り研修を行う事も可能である。

　　�　日本産科婦人科学会専門医取得に必要な期間は最低 5年間であり、本プログラム修了後、専門医研
修基幹施設である北里大学、および数施設ある連携施設合わせて最短 3年間修練をすることにより、
専門医試験の受験資格を取得することができる。

　 9 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8414
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9433
　　北里大学病院　産婦人科
　　　担　当：髙田　恭臣、石川　隆三
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院放射線治療科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　放射線治療科、放射線治療に関る診療を体験し、放射線腫瘍学に関する基礎知識の習得を目的とし
た初期研修プログラムである。このプログラムの修了により各臓器の悪性腫瘍の病態評価のための理
学的診察手順、診断に関する画像検査の基本的原理と治療への利用を理解することができる。放射線
治療を中心に、がん診療に関連する初期研修に必要な項目を習得する。

　　具体的研修内容
　　・各臓器の悪性腫瘍の診療プロセスにつき学習する。
　　・悪性腫瘍患者の病態を把握し、病歴を整理するとともに治療計画の立案に参画する。
　　実技内容
　　・単独で行う行為
　　　病歴聴取、患者診察
　　・単独では行わない行為
　　　治療方針の策定、放射線治療計画の立案、密封小線源治療などの特殊治療手技

　 1 ．研修期間
　　　研修医 2年目　選択研修時　1～ 4カ月。

　 2 ．研修週間スケジュール
　　　①カンファレンス等

午　　前 午　　後
月 放射線治療カンファレンス（12：30 ～）
火 前立腺癌合同診療（13：00 ～）
水
木 耳鼻科合同診察（13：00 ～）
金
土

　　　②その他の教育的行事
　　　　�北里腫瘍フォーラム（年 2回）、横浜放射線治療懇話会（年 2回）

　 3 ．定員
　　　�1 ～ 2 名程度（1クール）

　 4 ．指導体制
　　　日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会放射線治療専門医による指導。

放射線治療科
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　 5 ．評価方法
　　　医師臨床研修指導ガイドラインの評価項目による評価。

　 6 ．研修プログラム修了の認定
　　　�研修修了時の評価に基づき認定。

　 7 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　　�希望により引き続き後期研修プログラムに進む。

　 8 ．連絡先
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8453
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−8906
　　北里大学病院　放射線治療科
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院放射線診断科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　画像診断は、診療科を問わず臨床医療において必要不可欠になっている。本プログラムでは、CT、
MRI、核医学検査を含む画像診断の基礎を習得し、希望に応じて血管造影にも参加する。放射線診断
専門医の指導のもとで画像検査の適応、検査の実際、診断方法を学び、臨床医に求められる画像診断
の実践的能力を養成する。当科での研修を経験し、画像診断を体系的に修得することは、各専門領域
の画像を学ぶ基盤を形成するためにも有益であり、将来の進路にかかわらず貴重な財産になると考え
る。

　 1 ．行動目標
　　（1）検査報告書を作成し、画像診断能力を修得する
　　（2）検査実務を体験し、画像診断の適正利用に必要な判断力を身につける
　　（3）カンファランスに参加し、広い知識を効率的に獲得する
　　（4）自ら上級医に積極的に質問し、あいまいさを残さずに能力向上につとめる
　　（5）チーム医療のメンバーとして自分の責務を果たし、他のメンバーを尊重する
　　（6）患者の安全確保のために必要な監視と対応を行う
　　（7）放射線の適正利用の基本原則を理解し、これを踏まえて行動できるようになる

　 2 ．経験目標
　　（1）CTの一次読影
　　　　全身の全領域のCTが対象になる。
　　　　一次読影後には放射線診断専門医がチェックして、最終報告書として確定する。
　　（2）MRI の一次読影
　　　　頭部MRI の一次読影には必ず従事する。
　　　　頭部以外のMRI�の一次読影は本人の希望に応じて任意とする。
　　（3）核医学検査の一次読影
　　　　希望者は核医学検査の一次読影を行う。
　　（4）CT検査モニタリング
　　　　上級医の支援のもとでCTの実施、安全確保等を実践する。
　　（5）MRI 検査モニタリング
　　　　上級医の支援のもとでMRI の実施、安全確保等を実践する。
　　（6）血管造影助手
　　　　希望者は血管造影に助手として参加し、上級医の指導のもとで手技を経験する。

放射線診断科



134−　　−

　 3 ．研修期間
　　　研修医 2年目　選択研修時　1～ 5カ月。

　 4 ．研修週間スケジュール
　　�　当番表に基づいて研修を行う。検査実施、読影報告書作成に関わる当番表に基づいて、上級医の指
導のもとで研修を行う。

　　�　症例カンファランスや研修医向けのミニレクチャーが開かれる。
　　�　その他、他の診療科との合同カンファランスがあり、希望に応じて出席する。

　 5 ．定員
　　　同時期定員 7名程度まで

　 6 ．指導体制
　　�　検査室業務では、病棟医 1名が直接の指導、支援を行う。さらに放射線診断専門医 1名が両者を指
導する。

　　�　読影の指導は、放射線診断専門医を中心に行う。担当指導医が研修状況を把握し、研修が円滑に実
りあるものになるように支援する。

　 7 ．評価方法
　　　科長以下の教育スタッフが逐次評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　�前記評価により研修プログラム修了の可否を判定する。

　 9 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　　�　�2 年間の初期臨床研修を修了後、引き続き画像診断の研修を希望する者は病棟医として 4年間の

研修を行う。
　　　「後期臨床研修」のホームページを参照のこと。

　10．連絡先
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）、7903
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9436
　　北里大学病院　放射線診断科
　　　井上　優介　inoueys@kitasato-u.ac.jp
　　　松永　敬二　kgmatsu@kitasato-u.ac.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院麻酔科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　年間 1万件を超える全国でもトップレベルの豊富な周術期患者管理を北里大学新病院で経験でき
る。気道確保と気管挿管や最新の臨床麻酔（超音波ガイド下神経プロック）を数多く体験できる。心
臓血管外科の麻酔は全国屈指の質と量を誇るため、経食道心エコーをはじめとする各種モニタリング
を学習できる。加えて重症や救急患者の麻酔が多く、緊急事態に対応できる医師が育てられる。日々
の麻酔管理の中から呼吸循環の急性期の管理法を学び、心肺脳蘇生法に通じる基本的知識を短期間に
数多く学習できる。また集中治療センターの診療に参加し、主として術後呼吸管理法や敗血症患者の
管理法および呼吸不全患者の管理法を習得できる。ペインクリニックおよび緩和医療の医療チームに
参加し、疼痛治療を経験できる。院内の迅速対応チーム（RRT）や呼吸療法サポートチーム（RST）
メンバーとしての活動を行う。産科麻酔部門での周産期医療に触れる。

　 1 ．行動目標
　　　社会人として規律を守ることができる。
　　　医療人として患者の緊急事態に対応できる。
　　　安全な患者管理のために必要な準備と監視ができる。
　　　周術期の患者管理の流れを理解している。
　　　患者の痛みに向き合い痛みをとる努力を怠らない。
　　　周術期医療・急性期医療のチーム医療を支える。

　 2 ．経験目標
　　�　麻酔管理の基本的知識と技術を習得する中から、呼吸・循環・代謝からなる全身状態の把握と各病

態による全身状態の変化を理解し、周術期の全身管理法を学ぶ。全身麻酔、区域麻酔の手技を経験し、
安全な麻酔管理の基本を理解する。

　　�　バイタルサインの把握、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、腰椎穿刺法、気管挿管、動脈圧や心エコ
ーなどのモニタリング、心肺脳蘇生はとくに重要な経験目標に挙げられる。周術期集中治療を経験す
る。また、各疼痛除去法を理解し、除痛の実際を経験する。産科麻酔部門での安全な無痛分娩や帝王
切開を学ぶ。

　 3 ．研修の内容に関して
　　�　新病院の総合手術センターで麻酔管理を行う。集中治療センターでの研修ペインクリニックおよび緩和

医療への参加も可能である。
　　（1）麻酔科診療を通して、基本的な患者評価、病態把握を行い、基本的手技を実践する。
　　（2）基本的な麻酔における麻酔管理の中心的役割を指導医の監視のもとで担う。
　　（3）指導医の監視のもと気道確保、気管挿管をひとりで遂行する。
　　（4）�術前訪問、患者診察を行い、検査の結果とともに患者の病態把握を行い、指導医と術前に打ち合

わせをする。
　　（5）安全な麻酔のためのモニターの確保や評価に習熟する。

麻酔科
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　　（6）目的に添った輸液計画と輸液の実際を自ら行う。
　　（7）直接動脈圧測定のための動脈穿刺と中心静脈穿刺を経験する。
　　（8）集中治療センターでの医療に参加する。
　　（9）産科麻酔部門での医療に参加する。
　　（10）急性疼痛、慢性疼痛、がん性疼痛に対する疼痛治療法を研修する。
　　（11）�日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、日本心臓血管麻酔学会、日本集中治療学会、日本ペインク

リニック学会等で参加・発表を行う。

　 4 ．研修期間
　　　研修 1年次　1ヶ月～ 3ヶ月（最大）：総合手術センター中心
　　　研修 2年次　1ヶ月～ 5ヶ月（最大）：集中治療センター・ペインクリニック可能

　 5 ．研修週間スケジュール
　　　月曜～金曜　午前 7：30 ～午後 16：30（内カンファレンス　午前 7：45 ～ 8：00）

　 6 ．定員
　　　同期間の定員はなし。

　 7 ．指導体制
　　　専門医・指導医による指導を行う。

　 8 ．評価方法・プログラム修了の認定
　　　日々の研修態度により評価し認定を行う。

　 9 ．研修プログラム修了後の進路
　　　専門医機構麻酔科プログラムに移行できる。

　10．連絡先
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　麻酔科　電話・FAX　042−778−8606
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院臨床検査部　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　臨床検査は基本的診療能力の基礎であり、疾患の診断、病態の把握、治療効果および予後の判定の
指標として、臨床の場において必要不可欠である。しかし、臨床検査の種類は約 4,000 以上と増え続
けており、それらを適切に利用することは医師にとって容易ではない。また、包括的医療が推進され
る現状において、無駄の無い効率的な医療を行うためにも臨床検査の適性使用は非常に重要である。

　　�　本プログラムでは、臨床検査の臨床的意義および適正使用を学んで自ら検体・生理検査を実施し、
検査結果の解釈・報告ができることを目標とする。さらに、患者、医療従事者との信頼関係を構築し、
チーム医療の中心的役割を果たせるような全人的素養を習得する。

　 1 ．行動目標
　　（1）患者および医療従事者との信頼関係の確立
　　（2）チーム医療の一員としての自覚と行動
　　（3）医療安全管理の理解と実践
　　（4）問題解決能力の習得
　　（5）検体採取（採血）、保存、取り扱い方法の習得
　　（6）検体検査（鏡検）の施行および標本作製法の習得
　　（7）生理検査の施行および報告書作成の実施

　 2 ．経験目標
　　　研修医は、下記の臨床検査を指導者の監督の下に実施する。
　　基本的な臨床検査項目および研修内容
　　（1）検体検査
　　　　①遺伝子・染色体検査
　　　　　遺伝子・染色体検査を学び、検査技能および臨床的意義を習得する。
　　　　②細菌検査（グラム染色）
　　　　　�グラム染色の標本作製法および鏡検を学び、細菌検査（塗抹検査、分離培養、同定検査、薬剤

感受性検査）の技能および臨床的意義を習得する。
　　　　③輸血検査（血液型、交差適合試験、不規則抗体検査）
　　　　　輸血検査を実施し、検査技能および臨床的意義を学ぶ。
　　（2）生理検査
　　　　①腹部・頚動脈超音波検査
　　　　　腹部・頚動脈検査を実施し、検査技能および臨床的意義を習得する。
　　　　②心臓超音波検査
　　　　　心臓超音波検査を実施し、検査技能および臨床的意義を習得する。
　　（3）感染管理室
　　　　　病院内の感染制御および感染対策法を学ぶ。

臨床検査部
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　 3 ．研修期間
　　　�1 ヶ月とする。

　 4 ．研修週間スケジュール
　　　月曜～金（土）曜日　午前 8時 30 分～午後 5時
　　　第 1、2週

午　　前 午　　後
月 腹部・頚動脈超音波検査 腹部・頚動脈超音波検査
火 腹部・頚動脈超音波検査 腹部・頚動脈超音波検査
水 腹部・頚動脈超音波検査 腹部・頚動脈超音波検査
木 腹部・頚動脈超音波検査 腹部・頚動脈超音波検査
金 腹部・頚動脈超音波検査 腹部・頚動脈超音波検査
土
日

　　　第 3週
午　　前 午　　後

月 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
火 腹部・頚動脈超音波検査 中央採血室
水 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
木 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
金 腹部・頚動脈超音波検査 細菌検査
土
日

　　　第 4週
午　　前 午　　後

月 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
火 輸血検査 輸血検査
水 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
木 感染管理室（8：00 ～） 感染管理室
金 腹部・頚動脈超音波検査 遺伝子・染色体検査
土
日

　 5 ．定員
　　　定員は 1名とする。

　 6 ．指導体制
　　　指導医および臨床検査技師が研修指導を行う。
　　　指導責任者：狩野有作臨床検査部長
　　　登録指導医：狩野有作臨床検査部長
　　　指　導　者：臨床検査技師

　 7 ．評価方法
　　�　研修医は、研修開始時に配布された研修手帳に研修内容・状況を記録する。臨床研修の評価は、研

修医の研修記録、指導医および指導者の意見に基づき登録指導医が行う。
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　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　�登録指導医の評価に基づき、指導責任者が認定する。

　 9 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　研修医としての 2年間の研修を終了後、引き続き臨床検査部の研修を希望する場合は、病棟医とし
て 3～ 4年間の研修（内科、臨床検査（8専門領域：臨床検査医学総論、一般臨床検査学、臨床血液学、
臨床化学、臨床微生物学、臨床免疫学、輸血学、臨床生理学））を行い、日本臨床検査医学会専門医、
日本超音波医学会専門医、日本内科学会認定医などの受験資格が得られる臨床研修を実施する（学会
員として 5年間の正会員期間が必要）。

　10．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9575
　　北里大学病院臨床検査部（北里大学医学部臨床検査診断学）
　　　狩野　有作
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院病院病理部　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　医療の質を高いレベルで維持するためには、外科病理学・剖検を含めた病理診断が適切に行われて
いくことがきわめて重要である。又、臨床研修医として診療する際にも、病理診断に関わる業務を十
分理解していくことが望まれる。2004 年からスタートした臨床研修制度では、以下の 2つの形で病
理学研修が行われている。

　　・CPCレポートの作成（研修医全員が対象）。
　　・研修 2年次における選択科目の一つとしての病理部ローテート。

　 1 ．CPC（臨床病理検討会）レポートの作成
　　（1）�研修医は病理解剖を通じて臨床診断の妥当性、死因を含めた病態、治療効果を把握し、診断の最

終的な評価を行う。さらに、症例の病理像と臨床像を合わせて総括し、これをCPCレポートとし
て提示することにより臨床医としての知識・技術の向上を図る。CPCレポートの提出は、研修医
全員の必修研修課題である。

　　（2）カリキュラム
　　　　①�症例
　　　　　�研修医はあらかじめ指定された剖検症例（定例 CPCの約 2カ月前に症例番号が順次通知され

る）について、その臨床経過、検査データー、画像フィルムを十分 review し、A4 用紙 1～ 2
枚程度のサマリーを作成する。

　　　　②�プレゼンテーション
　　　　　�毎週金曜日に開催している定例CPC（原則 17：30開始）に出席し、担当症例の要旨を発表する。
　　　　③�レポート提出
　　　　　�CPC での検討をふまえて、研修医は病理的事項を含むCPCレポートを作成し、臨床研修セン

ターに提出する。

　 2 ．病理学研修（選択）
　　（1）一般目標（GIO：General�Instructional�Objectives）
　　　　�病理学の素養を身に付けた医師として働くことができるために、診断病理に必要な初歩的知識、

技能、態度を身に付ける。
　　　　�研修内容は①全般、②外科病理診断、③手術材料の切り出し、④病理解剖、⑤症例提示の 5項目

に大別される。
　　（2）行動目標（SBO：Specific�Behavioral�Objectives）とカリキュラム
　　　　①全般
　　　　　Ａ）SBO
　　　　　　ａ）業務において検体に対して、適切な配慮ができる。
　　　　　　ｂ）業務において、メディカルスタッフと協調して仕事ができる。
　　　　　　ｃ）安全管理の理解と実践ができる。
　　　　　Ｂ）カリキュラム

病院病理部
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　　　　　　研修全般において身につけていく。
　　　　②外科病理診断
　　　　　Ａ）SBO
　　　　　　ａ）組織標本の作製過程を説明できる。
　　　　　　ｂ）�生検材料および手術材料の基本を理解し、病理診断報告書を作成できる。
　　　　　　ｃ）一般的な特殊染色の原理を理解し、目的別に使い分けることができる。
　　　　　　ｄ）免疫組織化学染色の原理を理解し、目的別に抗体を使い分けることができる。
　　　　　　ｅ）迅速診断の有用性と意義を理解できる。
　　　　　　ｆ）通常業務、カンファレンスにおいて臨床医と適切に discussion できる。
　　　　　　ｇ）細胞診の基本を理解できる。
　　　　　Ｂ）カリキュラム
　　　　　　ａ）�生検材料については、病理診断報告書を作成し、上級医のチェックを受ける。
　　　　　　ｂ）生検材料に慣れてきたら、手術材料の病理診断書作成も行う。
　　　　　　ｃ）病理業務（標本作成、細胞診など）に関する講義を受ける。
　　　　　　ｄ）術中迅速診断やカンファレンスに参加する。
　　　　③手術材料の切り出し
　　　　　Ａ）SBO
　　　　　　手術材料の病変を把握し、癌取り扱い規約に基づく切り出しを実施できる。
　　　　　Ｂ）カリキュラム
　　　　　　ａ）切り出しの基本的事項についての講義を受ける。
　　　　　　ｂ）週 2～ 3回上級医の切り出しに付き、指導の元に少数例の切り出しを行う。
　　　　　　ｃ）研修後半では、癌取り扱い規約に基づく切り出し 1～ 2例を指導下に行う。
　　　　④解剖
　　　　　Ａ）SBO
　　　　　　ａ）解剖手順を理解し、手技を覚える。
　　　　　　ｂ）肉眼診断の眼を養い、基本的な病変を認識することができる。
　　　　　　ｃ）�臨床経過を理解した上で、病理解剖で観察すべき臓器所見、採取すべき病変について述

べることができる。
　　　　　Ｂ）カリキュラム
　　　　　　ａ）解剖補助につき、解剖の手順・手技を学ぶと同時に臓器の肉眼観察を行う。
　　　　　　ｂ）後日、担当医と肉眼所見を再確認し、臓器切り出しを一緒に行う。
　　　　　　ｃ）作成された標本を検鏡、組織所見を確認する。
　　　　　　ｄ）肉眼所見・組織所見を総合して解剖報告書レポートを作成する。
　　　　　　ｅ）カンファレンス（CPC等）に参加する。
　　　　⑤症例提示
　　　　　Ａ）SBO
　　　　　　ａ）解剖例 1例の CPCでの示説・報告（必修）。
　　　　　　ｂ）興味深い症例一例の症例報告（努力目標）。
　　　　　Ｂ）カリキュラム
　　　　　　解剖例
　　　　　　ａ）典型的症例を 1例割り振る。
　　　　　　ｂ）解剖報告書レポートを作成し、担当医からチェックを受ける。
　　　　　　ｃ）研修期間内に解剖結果をCPCで示説・報告する。
　　　　　　症例報告
　　　　　　ａ）手術材料で興味深い症例 1例を対象とし、症例報告の論文としてまとめる。
　　　　　　ｂ）可能であれば日本語を対象とした雑誌に投稿する。
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　 3 ．研修期間
　　　研修 2年次 1～ 5カ月

　 4 ．研修週間スケジュール
　　　月曜～金（土）曜日　午前（8）9 時～午後 5 時
　　　基本的には、各日の外科病理診断担当医、剖検担当医の指導の下に研修を行う。

　　　  主な定期カンファレンス
午　　前 午　　後

月

火 8：00 ～抄読会＋研究発表会
13：30 ～剖検症例肉眼検討会
15：00 ～ Brain�cutting

水 8：30 ～　　　同　上　　　
木
金 17：00～�外科病理カンファレンスor�CPC�.�部内ミーティング
土

　 5 ．定員
　　　同一期間中に 2名までとする。

　 6 ．指導体制
　　�　病院病理部医師の全員が指導に当たる。実務面については臨床検査技師全員も随時指導に加わる。

　 7 ．評価方法
　　　�日々の研修態度および行動目標の到達レベルによって評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　上記 7．によって、病院病理部部長と研修医が面談の上認定を行う。

　 9 ．その他（注意事項、特記事項等）
　　　�特になし

　10．研修プログラム修了後の進路
　　�　病理学研修を引き続き希望する場合は、初期臨床研修修了後、3年次（後期研修）からも病院病理

部専任の病棟医として研修を続けるコースを設けている。

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　病院病理部
　　　担当医師　吉田　功、一戸　昌明

　12．病院病理部部長からの一言
　　�　どの領域の臨床医になるとしても、病理診断、病理解剖などの研修はエッセンシャルに必要なもの

です。実際、選択していただければman� to�man の指導を行いますので、素晴らしい経験が得られる
ものと自負しています。
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院救命救急・災害医療センター　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要（目的・特色）

　　�　研修 1年目に麻酔科と合同で実施する必須プログラム（以下、必須プログラム）では、心肺蘇生、
外傷の初療、意識障害の鑑別診断など、将来選択する診療科に関わらず身につけるべきプライマリ・
ケアに関する知識、技術の習得を主たる目標とした。しかし、医師 1年目の短い期間では知識として
の対応は可能になっても、技術を体得することは難しい。そこで、選択実習の期間に、必須プログラ
ムで知識として学んだ内容を自ら実践できるように技術面も磨き、将来どの診療科に進んでも、「最悪
の事態に、最善を尽くせる」医師になれるよう救急医療の研修を行う。また、将来、救急医学を専門
にすることを希望する医師には、救急医入門編と位置づけメディカルコントロールの研修なども行う。

　 1 ．行動目標
　　�　臨床研修到達目標の基準に掲げられている「医療人としての必要な基本姿勢・態度」のなかでも、

救命救急・災害医療センターでは、「チーム医療」、「問題解決能力」、「安全管理」に重点を置く。
　　（1）チーム医療
　　　　�　研修医は、迅速かつ適切なタイミングで処置内容や治療方針に関して、指導医や専門医にコン

サルテーションができる。治療法、管理法などにおいて、他診療科の医師、看護師、臨床工学技士、
放射線技師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士らと適切なコミュニケーションができる。患者の
転入、入室、搬入、転出にあたり情報を交換できる。

　　（2）問題解決能力
　　　　�　救急処置、蘇生において患者の問題点を迅速に把握し、適切な対処ができる。全身的かつ全人

的な思考による問題解決能力を身につける。
　　（3）安全管理
　　　　�感染防御など患者や医療スタッフの安全確保に必要な知識をもち、かつ実践できる。

　 2 ．経験目標
　　�　「経験すべき診察法・検査・手技」および「経験すべき症状・病態・疾患」に関しては必須プログ

ラムの内容に準ずる。ただし研修医個々の到達度によっては肺動脈カテーテルの挿入や人工臓器補助�
など、より発展的内容も研修内容に含める。救急専門医教育の観点から救急外来における初期診療、
集中治療室における重症患者管理、病院前医療の 3点を偏りなく研修する。

　 3 ．研修期間
　　　 4週～ 20 週とする。

　 4 ．研修内容
　　（1）�救急外来では、交代で受持ち医となり、多彩な救急患者の初期診断・初期治療を可能な限り多く

経験する。また、翌日朝のカンファレンスでは受持ち患者についてプレゼンテーションを行い、
簡潔に要点をまとめ人に伝える能力を養う。

　　（2）�救急集中治療室（EICU）および救命救急病棟では、チーム体制で診療を行っているので、その

救命救急・災害医療センター
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診療チームの一員として輸液管理、呼吸管理、循環管理、栄養管理、感染管理、医療安全、患者・
家族支援など、入院後の救急患者の診療の基本を学ぶ。

　　（3）救命救急・災害医療センターの各種カンファレンスに参加する。
　　（4）学会発表や論文執筆も積極的に行う。

　 5 ．評価方法
　　�　研修開始時に研修手帳により到達目標を明示した上で、研修医が自己評価を行い指導医、センター
長の評価を受ける。

　 6 ．研修プログラム修了後の進路（コース）
　　�　 2 年間の初期研修修了後、救急専門医を目指し引き続き救命救急センターでの研修を希望する者
は、病棟医として別途定めたプログラムにより研修を行う。

　　�　なお、2017 年に後期研修医を開始する医師から専門医制度が変更され、現在の学会主導型から日
本専門医機構が試験・認定する制度となる。救急専門医は基本領域の専門医と位置付けられ、専門医
機構が認定した救急医プログラム・カリキュラムで研修した場合、最短 3年間で受験することができ
る。また、救急専門医を取得後にサブスペシャルティ領域の専門医である集中治療専門医も取得可能
である。

　　�　また、医師はサイエンティストであり、常にリサーチマインドを持つことにより医学の進歩に寄与
できる。後期研修中に探求心も育成し将来の医学博士取得に繋げる。

　 7 ．研修医の処遇
　　　�共通項目参照

　 8 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8128
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9778
　　北里大学病院　救命救急・災害医療センター
　　　担　当：片岡　祐一　e-mail：kataoka760@yahoo.co.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院総合診療部、総合診療内科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　北里大学病院総合診療部の初期研修プログラムは、外来研修と地域診療研修が主体になります。
　　�　将来どのような専門領域に進むにせよ、外来診療において、患者（家族）のニーズに応える医療を

実践することが最優先となります。患者トリアージから始まり、医療面接、身体診察、検査、カルテ
記載、臨床推論を介して適切な診断および治療方針の決定に至るまで、良好な患者−医師関係を構築
しながら診療を実施していくのが基本です。医学的知識や技能に限らず、人としてのコミュニケーシ
ョン能力、医師としての責任、誠実な対応、チーム医療の導入・介入、など、外来という限られた時
間の中でこれらを実施できる様になるためには、外来における豊富な経験と指導・教育体制が必要に
なります。北里大学病院総合診療部の初期研修では、北里大学病院内科総合外来で初診患者を実際に
診療し、指導医とブリーフィングとデブリーフィングを繰り返し実施して、外来診療に関する知識・
技能・ノンテクニカルスキルを修得することを目標にしています。全身症候を訴えて来院する患者の
臨床推論には一定の方法があり、是非とも修得していただきたい。また、総合診療部ローテーション
の研修医には、実践的な漢方治療の講義を実施しており、希望する研修医には、外来見学や実際に漢
方外来を実践してもらうこともできます。院内の病棟研修としては、緩和センターにて、末期癌患者
の疼痛コントロールを学ぶことができます。将来的には緩和センターの病床の一部を地域診療につな
げる病床として活用し、地域診療に携わる医師やスタッフと密に交流しながら、我々、自らも地域診
療施設に出向くという診療体制を作りたいと考えております。

　　�　また、地域診療研修については、地域包括ケアシステムに則して、老人保健施設、特別養護老人ホ
ーム、デイサービス、ケアハウス、グループホーム、高齢者支援センター、小規模多機能、訪問看護
ステーション、などで実地研修を行い、地域診療における医師の役割を十分に理解してもらいます。
さらに、介護施設や在宅診療、訪問診療を専門に実施している施設（広瀬病院、そうわクリニック、
みその生活支援クリニック、など）で実地研修を実施、あるいは、いわゆる療養型病院の病棟研修も
可能です。

　　�　総合診療医学は、今後の超高齢社会において必ず求められる領域であり、初期研修において、大学
病院における外来診療および地域診療に必要な基本的な臨床能力の修得を目指してもらいます。

　　�　研修期間は、2年次に 1カ月間以上、研修開始時に個々の研修医の希望を確認して研修内容を調整
します。

　 1 ．一般目標
　　�　大学病院の総合診療として、来院した患者のニーズに応える診療を実施するのが臨床医としての基

本であり、患者トリアージから始まり、外来診療に必要な基本的臨床能力の修得を目標としています。
大学病院では、内科初診外来診療を通して、全身症候を主訴に来院した患者の、医療面接、身体所見、
検査を総括した臨床推論、カルテ記録、治療および説明、という一連の診療について修得します。地
域診療においては、地域包括ケアシステムを念頭におき、患者（家族）に対する医療知識、技能、そ
して患者（家族）健康状態、身体機能の状態、精神・心理的状態および社会環境的な状況を考慮して
アプローチ、マネージメントする姿勢を身につけ、患者家族に寄り添う医療を修得し、高齢者ケアの
基本、終末期医療・緩和ケアの基本、などを修得します。

総合診療部
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　 2 ．行動目標
　　（1）患者を診る姿勢
　　　　�　まず、患者トリアージに基づき、患者を診る姿勢、マインドを形成しましょう。内科総合外来

の診療であっても、三次救急、内科救急の指針を身に付けて診療にあたることが重要です。
　　（2）患者−医師関係
　　　　�　患者に興味をもち、患者のニーズに応えるための親身な医療面接を実施した時点で、患者―医

師関係は十分に築けます。医療面接、身体診察、検査、臨床推論、診断、治療、この行程におけ
るインフォームドコンセントの重要性について理解し、患者への守秘義務・プライバシーや尊厳
を患者（家族）の立場に立って共有、対応できるようにしましょう。

　　（3）チーム医療
　　　　�　大学病院における外来診療や病棟診療、特に地域診療においては、医師、看護師、ソーシャル

ワーカー、ケアマネージャー、など多職種協働により、患者（家族）に寄り添う医療が可能とな
ります。また、地域医療機関や施設の医師、看護師、他職種との良好なコミュニケーションを実
施できるようにしましょう。

　　（4）問題解決能力
　　　　�　患者に対する全人的なアプローチ法を実施して、患者（家族）に有する問題をバイオ（生物的・

身体的機能状態）、サイコ（精神的・心理的状態）、ソーシャル（社会環境状態）の側面から必要
な情報を適切に収集し、抽出して、その問題点を一つ、一つ、丁寧に解決していくことを実践し
ましょう。当然、EBM（Evidence�based�medicine）を十分に理解した上で実施することは当然
ですが、バイオ、サイコ、ソーシャルの側面から、患者（家族）と十分に、何度も繰り返して情
報を共有して解決していきます。この過程においてポートフォリを実践していきましょう。

　 3 ．経験目標
　　�　外来診療においては、「医療面接」、「基本的な身体診察法」、「医療記録」、「診療計画（一部）」、「基
本的治療法（一部）」について重点的に研修していきます。また、「経験すべき症状・病態・疾患」の
うち、「頻度の高い症状」については、当方の研修で、そのほとんどを経験することができます。また、
総合診療の中で漢方についても学ぶことができます。緩和センターに入院患者がいる場合に、疼痛緩
和について学ぶことができます。

　　�　地域診療においては、地域包括ケアシステムに関連する施設を経験し、患者（家族）の日常生活や
居住する地域の環境に則した医療を考え、その環境下で患者（家族）に寄り添う医療の実施、実践に
ついて、チーム医療の一員として経験することができます。

　 4 ．研修方法
　　�　大学病院総合診療部・総合診療内科の研修では、必ず上級医・指導医の指導のもとに診断や治療方
針を決定していきます。外来診療では、当院の総合診療部において、初診外来患者の診療を行います。
日常よく遭遇する疾患（common�disease）や全身症候を訴えて来院する患者が主体で、ときに 2次
救急患者も経験することがあります。研修医が診療に参加したすべての患者について、その日のうち
にカンファレンスを実施して、医療面接と身体診察に基づいた診断推論や検査の立案、その解釈、治
療法についての検討を繰り返していきます。初診で診た患者の再診も担当してもらいます。

　　�　地域診療研修では、各施設の指導者による研修、指導医の指導のもと診療を実施していきます。終
了時には、地域診療研修を総括した会を開催したいと思っています。

　 5 ．評価
　　　�地域診療研修では研修先の指導者の評価も踏まえ、当院の初期研修プログラムに準じて評価致しま

す。
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　 6 ．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−8832
　　北里大学病院　総合診療部、総合診療内科
　　　担　当：青山　直善（教授）　　　Aoyama@med.kitasato-u.ac.jp
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 I ．研修プログラムの名称

　　北里大学病院リハビリテーション科　初期臨床研修プログラム

 II ．研修プログラムの概要

　　�　脳血管疾患、外傷性脳損傷、脊髄損傷、脊髄疾患、関節リウマチ、骨関節疾患、神経・筋疾患、末
梢神経障害、切断、摂食・嚥下障害などによる障害に対するリハビリテーション（以下、リハ）が急
性期から開始され、家庭復帰や社会復帰に至るまでの多職種との包括的チーム医療を実際に経験す
る。

　 1 ．行動目標
　　①リハ医学の基本的概念の理解
　　②�リハ対象の基本的疾患の理解とリハ治療計画の理解：各々の疾病の病態、予後、リスク管理の理解

とリハ、日常生活動作（ADL）、歩行獲得、家庭復帰、社会復帰など治療計画の理解。障害の評価
に基づいたプロブレムリストを作成し、機能予後の予測とリハ目標を設定することができる。

　　③基本的診察法の習得
　　④基本的検査法や基本的手技の理解と習得
　　⑤�基本的評価の習得：関節可動域（ROM）の計測、徒手筋力テスト（MMT）、神経学的評価、日常

生活動作の評価（FIM、BI など）、生活の質（QOL）や買い物などの生活関連動作（IADL）の評価、
高次脳機能障害（失語症、失行、失認、認知機能障害など）

　　⑥�基本的治療の理解と習得：理学療法、作業療法、言語聴覚療法の理解と処方、摂食・嚥下治療の理
解と処方、義肢装具療法（長・短下肢装具、義足、義手、車いすなど）の理解と経験、各障害の社
会福祉制度の理解と利用、リハ看護との協力と理解、各種障害者認定（身体、精神など）、労災補
償診断書、年金診断書などの作成経験など

　 2 ．経験目標
　　（1）経験が求められる疾患
　　　　①脳血管疾患、外傷性脳損傷
　　　　②脊髄損傷、脊髄疾患
　　　　③関節リウマチ、骨関節疾患（外傷を含む）
　　　　④神経・筋疾患
　　　　⑤切断
　　（2）到達目標
　　　　①患者や患者の家族と誠実に接し、リハに関わるスタッフとも良好な人間関係を築くことができる。
　　　　②基本的な神経学的診断ができる。
　　　　③ ROMの評価およびMMTをはじめとする運動器の基本的な診断、評価ができる。
　　　　④知能評価スケール（HDS-R、MMSE）を使うことができる。
　　　　⑤ベッドサイドの嚥下機能評価法（反復唾液飲みテスト、改訂水飲みテスト）ができる。
　　　　⑥ ADL評価を行い、ADLスコアの解釈ができる。
　　　　⑦理学療法、作業療法、言語聴覚療法の概要について理解できる。
　　　　⑧義肢・装具の種類と適応について理解できる。

リハビリテーション科
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　　　　⑨整形外科疾患（手術症例を含む）の回復過程を理解できる。
　　　　⑩�脳血管疾患患者の急性期から回復期、生活期にかけての機能・能力障害の変化について理解で

きる。
　　　　⑪嚥下障害の原因とメカニズム、基本的な治療方法を理解できる。

　 3 ．研修期間
　　　4週～ 8週を原則とする（ただし希望により 2ヶ月以上の研修も可）

　 4 ．研修週間スケジュール
午　　前 午　　後

月 病棟業務 病棟業務
火 嚥下内視鏡、嚥下造影検査 脳神経疾患カンファレンス・回診
水 病棟業務 病棟業務
木 病棟業務 整形外科疾患カンファレンス・回診
金 病棟業務 病棟業務
土 病棟業務（奇数週）
日

　 5 ．定員
　　　特に定員は定めない。リハ医学に興味のある者。

　 6 ．指導体制
　　　研修期間中は「受け持ち医」として主治医と診療に従事する。

　 7 ．評価方法
　　　研修医の評価は到達目標を明示したうえで主治医（指導医）が目標に達しているか否かを評価する。

　 8 ．研修プログラム修了の認定
　　　特になし

　 9 ．研修プログラム修了後の進路
　　　研修終了後、リハ専門医を目指すことができるプログラムの相談に応じ支援することが可能。

　10．その他
　　　特になし

　11．連絡先（担当医師名）
　　〒 252−0375　神奈川県相模原市南区北里 1−15−1
　　電　　話　042−778−8111（代表）
　　Ｆ��Ａ��Ｘ　042−778−9371（代表）
　　北里大学病院　リハビリテーション科
　　　福田　倫也
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