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1. はじめに 

 

 日本では、第二次世界大戦までは医学部を卒業すると国家試験なしに医師免許が与え

られていましたが、1946年に医師国家試験制度、2004年の臨床研修必須化を通じて、患者

安全の確保や医療の質向上への大きな改革がなされました。 

 米国でも、1950年頃までは基本的な臨床トレーニングは必須とされていませんでしたが、

ACGME(米国卒後医学教育認定協議会)が中心となり卒後臨床教育プログラムの認定・評価が

進められ、標準化と質の向上に大きな役割を果たしてきました。現在では米国内すべての卒

後臨床研修プログラムを評価・認定しています。研修医は ACGMEが認定した研修プログラム

を終了しないと専門医試験を受けることができません。 

 米国の医学部や教育病院では、学生や研修医は、よりよい指導者や教育環境を求めて移動

し、指導医を含めた人材の交流と移動が大学を超えて活発に行われています。また、研究重

視の日本に比べ、臨床・教育にも高いレベルが要求されますが、これを支えているのが ACGME

と言えます。 

 我々の臨床研修プログラムのミッションは「グローバルにも地域医療にも通用するジェ

ネラリスト育成」です。ミッション実現に向け病院として目指しているビジョンは、①国際

標準に則った臨床研修のスタンダード化のためのロールモデル、②ACGMEに準じた研修プロ

グラム、③チーム医療でのマグネットホスピタル、④医師育成での卒後臨床研修・専門研修・

生涯教育の一貫性です。 

 初期臨床研修プログラム作成にあたっては、厚生労働省の新医師臨床研修制度の研修理

念、到達目標の達成を必須の目標としています。現在の卒前教育の現状を考慮し、ACGMEが

定める 6コンピテンシー（中核的な臨床能力）のうち基本的な部分の習得を努力目標として

います。 

 

2. 研修管理委員会 

委員長 平岡 栄治 東京ベイ・浦安市川医療センター 副センター長 総合内科部長 

委員 坂井 正弘 東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科医長 

   （プログラム責任者） 

神山  潤 東京ベイ・浦安市川医療センター 管理者 兼 センター長 

木下 順二  東京ベイ・浦安市川医療センター 副管理者 

畠井 芳穂  東京ベイ・浦安市川医療センター 副センター長 小児科部長 

舩越 拓     東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科 

（救急外来部門）部長 

江原 淳 東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科医長 
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渡辺 弘之  東京ベイ・浦安市川医療センター 副センター長 

ハートセンター長 

 小船井 光太郎 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科部長 

 鈴木 利彦  東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科部長 

 則末 泰博  東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科 

（集中治療部門）部長 

 窪田 忠夫  東京ベイ・浦安市川医療センター 外科部長 

 富澤 將司  東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科部長 

 三枝 邦康  東京ベイ・浦安市川医療センター 医療技術部長 兼 

脳神経外科部長 

 小野寺 英貴  東京ベイ・浦安市川医療センター 麻酔科部長 

 小野 真   東京ベイ・浦安市川医療センター 小児科部長 

     齊藤  啓    東京ベイ・浦安市川医療センター 病理診断科部長 

     小松 秀平  東京ベイ・浦安市川医療センター 放射線科部長 

     坂井 昌人  東京ベイ・浦安市川医療センター 産婦人科部長 

     小笠原 有紀  東京ベイ・浦安市川医療センター 小児外科部長 

     横田 眞子  東京ベイ・浦安市川医療センター 眼科部長 

     三反田 拓志  東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科 

（集中治療部門）医長 

     鈴木 たまえ  東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部長 

     雨宮 稔   東京ベイ・浦安市川医療センター 事務部長 

     初期研修医の代表医師 

舘  泰雄    石岡第一病院 管理者 

菅波 祐太   揖斐郡北西部地域医療センター（山びこの郷） 副センター長 

 杉田 義博   日光市民病院  管理者 

 藤井 幹久   伊東市民病院 副病院長 

 三ツ木 禎尚  西吾妻福祉病院 管理者 

 沼田 裕一  横須賀市立うわまち病院 管理者 

          井上 陽介  湯沢町保健医療センター 管理者 

     石井 英利  公設宮代福祉医療センター センター長 

 山田 誠史  市立恵那病院 内科部長 

宮﨑 勝     東京北医療センター 臨床研修センター長 

 川崎  祝    いなずさ診療所 診療所長 

 臼井 恒仁  地域包括ケアセンターいぶき 副センター長 

          薄井 尊信  村立東海病院 管理者 
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 武冨  章    飯塚市立病院 管理者 

 谷岡 芳人  市立大村市民病院 病院長 

 片山 繁   上野原市立病院 管理者 

 藤原 直樹  台東区立台東病院 副管理者 

 島﨑 亮司  シティ・タワー診療所 管理者 

 北村 俊治  横須賀市立市民病院  管理者 

 梅屋 崇   あま市民病院 管理者 

 梅田 容弘  伊豆今井浜病院  副病院長 

 廣田 俊夫  関市国民健康保険津保川診療所 管理者 

 齋藤  充    女川町地域医療センター センター長 

 新井 雅裕  練馬光が丘病院 副病院長 

 根本 朋幸   越前町国民健康保険織田病院 病院長 

 古橋 健彦   三重県立志摩病院 医師 

 會澤 佳昭  公立久米島病院 院長 

 松岡 史彦  六ヶ所村地域家庭医療センター・管理者兼センター所長 

     葉田 甲太 真鶴町国民健康保険診療所 所長 

         中村 泰之  米原市地域包括医療福祉センターふくしあ センター長 

川端 秀仁  かわばた眼科 院長（外部委員） 

小松 尚也  同和会千葉病院 病院長 

 早川 達郎  独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 

医療教育部長、精神科病棟医長 

 式場 隆史  医療法人式場病院 病院長  

     山口 恭一  市立奈良病院 臨床研修センター長 

崎原 永作  与那国町診療所 管理者 

望月 崇絋   君津市国民健康保険小櫃診療所 管理者 
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臨床研修プログラム 

 

3.1. 研修プログラムの目的と特徴 

グローバルにも地域医療にも通用するジェネラリストを養成し、国際標準に則った臨床

研修スタンダード化のためのロールモデルを目指すことが、研修プログラムの目的である。 

 

このプログラムには以下のような特徴がある。 

◼ ACGME（米国の卒後医学教育認定評議会）のスタンダードに準じた研修 

◼ 一定期間内に一人前のジェネラリストに育成：診療だけでなく教育、管理も 

◼ 北米式救急をマスターでき、更に日本式救命救急も習得 

◼ 地域研修・プライマリ・ケアの前線で求められる能力を理解し、生活の視点から医療を

見つめ、面としての多職種協働を学ぶ 

◼ 国際標準の指導医の診療を通して、国際的に通用する医師を目指せる 

◼ 地域医療振興協会の運営する地域病院、診療所、多様な場での地域医療研修 

 

3.2. 目標設定 

このプログラムでは目標として２つのアウトカムを設定している。 

1. 新医師臨床研修の到達目標（厚生労働省） 

2. ６つのアウトカム（全米卒後医学教育認定評議会 ACGME：Accreditation Council for 

Graduate Medical Education）：内科・外科・救急での努力目標 

 

初期研修修了認定時には、上記１が達成されていなければならない（上記２は努力目標） 

 

3.2.1. 新医師臨床研修の到達目標（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000341137.pdf を参照のこと 

 

3.2.2. 6つのアウトカム（ACGME） 

 ACGMEが定める以下の６つのアウトカムは国際標準の研修目標であり、内科・外科・救急

科では、これに準拠した研修プログラムが実施されている。基本的には研修にて習得すべき

事項が含まれているが、屋根瓦方式の一貫したチーム医療を実践する上で、臨床研修医は６

つのアウトカムを理解するとともに、基本的な部分を実践できることが望ましい。 

 

 

（1）医学知識 Medical knowledge  

1)生物医学、臨床、疫学、行動科学に関する知識を示し、患者ケアに応用しなければならな

い 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000341137.pdf
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2)基礎、臨床科学を知り、研修に応用しなければならない 

疾患の病態生理と疫学  

臨床および検査所見 

鑑別診断と治療の選択肢（予防処置を含む）  

処置に関する知識 

3)医学情報と科学的エビデンスをクリティカルに評価し、患者ケアに応用できなければな

らない 

EBMの原則を患者ケアに応用できる (良心的, 明示的、 思慮深く、現在利用できる最良

のエビデンスを利用し、患者ケアに関する意思決定を行う） 

 

（2）患者ケア Patient Care 

研修医は、健康問題の治療と健康増進のために、思いやりのある（compassionate） 適切な

（ appropriate ）、効果的な（effective）患者ケアができなければならない。  

研修医は、以下のことが期待される。 

1）以下のスキルを用いて、正確で関連のある情報を集めることができる  

•医療面接（medical interviewing)  

•身体診察（physical examination)  

•鑑別診断（appropriate diagnostic work-up)  

•情報科学技術へのアクセスと使用（access and use of information technology) 

2）臨床現場で情報を集め、応用できる  

•臨床判断・科学的根拠・患者の好みに基づき、予防・診断・治療のオプション・インターベ

ンションに関するインフォームドリコメンデーションができる 

•専門診療科での実践に関連した医学的処置に関する処方・実施・解釈ができる 

3）患者の協力者となり、育てる 

•（疾患に）連続するケアの必要性の評価と準備 

•患者・家族のカウンセリングと教育 

•健康問題の予防と健康維持 

 

（3）実践に基づく学習と改善 Practice-based learning and improvement 

研修医は以下の能力を示さなければならない  

1）患者ケア内容を分析・評価できる 

2）科学的根拠を評価・理解できる 

3）自己評価と生涯学習によって継続的に患者ケアを改善できる 

 

（4）コミュニケーションスキル Interpersonal and communication skills 

研修医は、対人能力、コミュニケーション能力を示さなければならない。結果として患者・
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家族・他職種との効果的な情報交換、コラボレーションにつながる 

研修医に期待されるのは、  

1）患者・家族・大衆と、広範な社会経済及び文化的背景を超えて効果的にコミュニケーシ

ョンする 

2）医師・他職種・関係団体と効果的にコミュニケーションする 

3）ヘルスケアチームや専門的グループの一員やリーダーとして効果的に働く 

4）他の医師や専門職に助言を与える役割を担う 

5）可能なら、わかりやすく、タイムリーで、読みやすい診療録を維持する  

 

（5）プロフェッショナリズム Professionalism 

研修医はプロフェッショナルとしての責任を果たすことを約束し、倫理的原則を固く守ら

ねばならない  

研修医は以下を示すことが期待される 

1）他者への共感、誠実さ、敬意 

2）利己心に取って代わる、患者のニードに対する反応 

3）患者のプライバシーと自主性の尊重 

4）患者、社会、医学会に対する説明責任 

5）性・年齢・文化・人種・宗教・障害・性的オリエンテーションを含むが、限定されない、

多種多様な患者人口に対する敏感さと反応 

 

（6）医療システムの理解 Systems-based Practice 

研修医は、より大きな環境とヘルスケアシステムを自覚し反応しなければならない。研修医

には以下のことが期待される: 

1）多様なヘルスケア提供場面や、専門診療科目に関連のあるシステムにおいて効率的に仕

事をする 

2）専門診療科目に関連のあるヘルスケアシステムにおいて、患者ケアをコーディネートす

る。 

3）コスト意識とリスク・ベネフィット分析を、患者ケアや集団におけるケアに、適切に統

合させる 

4）患者ケアの質と適切な患者ケアシステムを擁護する 

5）患者安全を促進し、患者ケアの質を改善するために、多職種のチームで働く 

6）システムエラーを見つけ、解決策を実行する 
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3.3. 

経験すべき症候 29症候（研修する診療科の一覧） 

  症候名 第 1担当科 第 2 担当科 

1 ショック 救急 集中 

2 体重減少・るい痩 内科   

3 発疹 小児 内科 

4 黄疸 内科   

5 発熱 内科 小児 

6 もの忘れ 内科   

7 頭痛 脳外 救急 

8 めまい 救急 内科 

9 意識障害・失神 内科 救急 

10 けいれん発作 脳外 内科 

11 視力障害 内科 救急 

12 胸痛 救急 内科 

13 心停止 救急 集中 

14 呼吸困難 救急 内科 

15 吐血・喀血 内科 救急 

16 下血・血便 内科 救急 

17 嘔気・嘔吐 外科 内科 

18 腹痛 外科 内科 

19 便通異常 外科 内科 

20 熱傷・外傷 救急 整形 

21 腰・背部痛 内科 救急 

22 関節痛 整形 内科 

23 運動麻痺・筋力低下 内科 救急 

24 排尿障害 内科 救急 

25 興奮・せん妄 精神 内科 

26 抑うつ 精神 内科 

27 成長・発達の障害 小児 内科 

28 妊娠・出産 産婦人科   

29 終末期の症候 内科   
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経験すべき疾病・病態 26疾病・病態（研修する診療科の一覧） 

  疾病・病態名 第 1担当科 第 2 担当科 

1 脳血管障害 脳外 内科 

2 認知症 内科   

3 急性冠症候群 内科 救急 

4 心不全 内科 救急 

5 大動脈瘤 内科 救急 

6 高血圧 内科 救急 

7 肺癌 内科   

8 肺炎 内科 救急 

9 急性上気道炎 内科 救急 

10 気管支喘息 内科 救急 

11 慢性閉塞性肺疾患（COPD) 内科 救急 

12 急性胃腸炎 内科 救急 

13 胃癌 内科 外科 

14 消化性潰瘍 内科   

15 肝炎・肝硬変 内科   

16 胆石症 内科 外科 

17 大腸癌 内科 外科 

18 腎孟腎炎 内科 救急 

19 尿路結石 内科 救急 

20 腎不全 内科 集中 

21 高エネルギー外傷・骨折 整形 救急 

22 糖尿病 内科   

23 脂質異常症 内科   

24 うつ病 精神 内科 

25 統合失調症 精神 内科 

26 依存症 精神 内科 

 

 

3.3.1. 基本ローテート  

必修   内科 25週 救急科 13週 地域医療 12週 精神科 4週 

外科 8週 小児科 6週 麻酔科 6週 産婦人科 4週 

病院で定めた必修 集中治療科 8週 
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病院で定めた選択必修  小児外科 整形外科 脳神経外科   

 選択 内科 外科 救急科 小児科 産婦人科 麻酔科 眼科 放射線科  

感染症内科 腎臓・内分泌・糖尿病内科 循環器内科 消化器内科  

病理診断科 皮膚科 精神科 集中治療科 耳鼻咽喉科  

ローテート（例） 

1年次 

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

研修医 1 麻 麻/救 救 救/内 内 内 内 内/外 外 外/小 小 産 

研修医 2 外 外 小 小/産 産/内 内 内 内 内/救 救 救/麻 麻 

研修医 3 内 内 内 内 救 救 小 小/産 産/麻 麻 外 外 

研修医 4 内 内 内 内 外 外 小 小/麻 麻 産 救 救 

研修医 5 救 救 外 外 内 内 内 内 小 小/産 産/麻 麻 

研修医 6 外 外 小 小/麻 麻 産 救 救 内 内 内 内 

研修医 7 救 救 麻 麻/産 産/小 小 外 外 内 内 内 内 

研修医 8 外 外 小 小/救 救 救/麻 麻 産 内 内 内 内 

ローテート（例） 

２年次 

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

研修医 1 地 地 地 選択 選択 選択 選択 精 選択 内 内 救 

研修医 2 内 内 救 選択 選択 選択 地 地 地 精 選択 選択 

研修医 3 選択 地 地 地 救 選択 内 内 選択 選択 選択 精 

研修医 4 地 地 内 内 選択 選択 精 地 選択 選択 救 選択 

研修医 5 選択 選択 選択 地 地 地 選択 内 内 救 精 選択 

研修医 6 選択 内 内 救 精 選択 選択 選択 地 地 地 選択 

研修医 7 精 選択 救 内 内 地 地 選択 選択 選択 選択 地 

研修医 8 地 地 地 精 選択 選択 選択 選択 選択 内 内 救急 
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必修 

内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 25週 

救急 東京ベイ・浦安市川医療センター 13週 

外科 東京ベイ・浦安市川医療センター ８週 

小児科 東京ベイ・浦安市川医療センター 6週 

精神科 

国立国際医療研究センター国府台病院 

同和会千葉病院 

医療法人式場病院 

4週 

麻酔科 東京ベイ・浦安市川医療センター 6週 

産婦人科 
東京ベイ・浦安市川医療センター 

 
4週 

 
地域医療 

 

湯沢町保健医療センター 

女川町地域医療センター 

日光市民病院 

西吾妻福祉病院 

与那国町診療所 

公設宮代福祉医療センター 

揖斐郡北西部地域医療センター（山びこの郷） 

市立恵那病院 

六ヶ所村地域家庭医療センター 

いなずさ診療所 

地域包括ケアセンターいぶき 

伊豆今井浜病院 

シティ・タワー診療所 

越前町国民健康保険織田病院 

公立久米島病院 

関市国民健康保険津保川診療所 

真鶴町国民健康保険診療所 

あま市民病院 

米原市地域包括医療福祉センターふくしあ 

君津市国民健康保険小櫃診療所 

12週 

 

 



14 

 

 
麻酔科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

伊東市民病院 

市立大村市民病院 

東京北医療センター 

市立奈良病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

横須賀市立うわまち病院 

横須賀市立市民病院 

湯沢町保健医療センター 

三重県立志摩病院 

伊東市民病院 

石岡第一病院 

日光市民病院 

西吾妻福祉病院 

上野原市立病院 

市立大村市民病院 

東京北医療センター 

市立恵那病院 

市立奈良病院 

村立東海病院 

飯塚市立病院 

台東区立台東病院 

 

救急科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

横須賀市立うわまち病院 

市立奈良病院 

 

外科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

横須賀市立うわまち病院 

伊東市民病院 

石岡第一病院 

西吾妻福祉病院 

上野原市立病院 

市立大村市民病院 

東京北医療センター 

市立奈良病院 

練馬光が丘病院 

放射線科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

産婦人科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

横須賀市立うわまち病院 

伊東市民病院 

西吾妻福祉病院 

市立大村市民病院 

東京北医療センター 

市立奈良病院 
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選択科目 

麻酔科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

伊東市民病院 

市立大村市民病院 

東京北医療センター 

市立奈良病院 

眼科 
東京ベイ・浦安市川医療センター 

かわばた眼科 

皮膚科 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

練馬光が丘病院 

東京北医療センター 

病理診断科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

精神科 

医療法人同和会千葉病院 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府

台病院 

医療法人式場病院 

感染症内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

腎臓・内分泌・糖尿病

内科 
東京ベイ・浦安市川医療センター 

消化器内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

循環器内科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

小児外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

整形外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

脳神経外科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

集中治療科 東京ベイ・浦安市川医療センター 

耳鼻咽喉科 東京北医療センター  
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3.3.2.  研修行事 

 

◼ 講師招聘制度 

 米国・日本国内より優秀な Clinician Educatorを短期招聘し、カンファレンスやレクチ 

ャーを通じて指導を受ける。医学のみならず教育の仕方を学ぶことが目的である 

 

◼ 地域医療セミナー 

島嶼部や山間へき地の地域医療現場で多職種と関わりながら、地域へのアプローチにつ

いて学ぶ。年 1回程度開催予定。 

 

◼ 外国医学部との交流 

 協会はハワイ大学（UH）、トマスジェファーソン大学（TJU）、オレゴン健康科学大学（OHSU）

と交換留学（短期）等による交流を行っており、教授、指導医および研修医、医学生が来日

する。講演会、ワークショップなどを行う。随時開催。 

 

◼ ICLS、BLS、ACLS、PTLS、ALSO 

 研修会開催予定 

 

◼ オリエンテーション 

院内のきまりを知り、円滑なチーム医療の実現を図る 



17 

3.3.3. 各科研修プログラム（必修科） 

 

3.3.3.1.内科 

 

◼ 研修実施責任者  江原 淳 

◼ 研修の目的と特徴 

全ての医師に必要な基礎的臨床能力の習得を目的とする。指導医・専修医・臨床研修医か

らなるチームの一員として、マンツーマンの屋根瓦方式による手厚い指導と、充実した回診

やカンファレンスが特徴である。 

◼ 到達目標 

一般目標： 

 全米卒後医学教育認定評議会（ACGME：Accreditation Council for Graduate Medical 

Education）が定める６つのアウトカム（医学知識、患者ケア、コミュニケーションスキル、

実践に基づく学びと改善、プロフェッショナリズム、医療システムの理解）のうち、基本的

な部分が実践できる。 

 

行動目標： 

医学知識 Medical knowledge  

1．内科の広範な知識を習得できる：内科の領域としては、循環器、呼吸器、消化器、神経

内科、血液・腫瘍内科、腎臓、膠原病・アレルギー、代謝内分泌、感染症、老人医学、緩

和ケアなどが含まれる 

2．知識はエビデンスやガイドラインに則った、また臨床上国際的スタンダードとして現時

点で認知されたものである（個人の経験のみに依存したものではない） 

3．内科に関わる臨床的知識ばかりでなく、生物医学的（病態生理）、社会行動学的、疫学的

知識も習得できる 

4．基礎医学としての解剖・病理・生理の知識習得を通して、基礎知識を臨床に応用できる 

5．習得した知識を臨床問題解決に応用すべく分析できる 

6．知識を習得する方法（IT・インターネット、文献検索など）を身につける。知らない事

を認識しすぐに学習する仕方、また知識を常にアップデートすることを身につける 

7．自らが研修中に経験する症例を大切にし（問題意識を持ち）、常に問題点を検索・分析す

ると同時に、適切と認められればそれを臨床報告・臨床研究として報告することができる 

 

患者ケア Patient care  

1．知識のサイエンス面（EBM: Evidence-based medicine）を個々の患者・家族にアート（NBM: 

Narrative-based medicine）を持ってあたり、キュアばかりでなくケアができる：入院患者

ならびに外来患者のケアができる 
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2．診療は患者・家族との共同作業と理解し、対等の立場でケアができる：患者への尊重を

持ったコミュニケーション 

3．救急も含めた内科疾患に対して、病歴・身体所見（H+P）を正確かつ的確（状況に応じて

迅速）に取ることができる。外科的疾患の紹介が適切にできる 

4．H+Pから鑑別診断をリストし、病態生理の理解を通して、臨床推論することができる 

5．検査は常に経費対効果（Cost-effectiveness）熟慮してオーダーできる：経費には、検

査の価格の他、副作用・安全性、侵襲性、疼痛も含めた負担、時間などが含まれる 

6．検査結果からの診断を行い、その理論的背景を説明できる。それに基づいた治療計画を

的確に立て、患者と共有することができる 

7．患者・家族に十分な情報を提供し、治療の判断・決定し承諾を得ることができる：Informed 

decision, Informed consent 

8．特に救急の場合には、優先順位（Priority）を考慮し、的確な判断を下すことができる 

9．診療上の（コメデイカルとの）チームケアのリーダーとして、各職種のプロ能力を尊重

しそれを活かし、患者中心のチーム医療を提供できる 

10．研修教育上の（研修医らとの）チームケアのために、適切なコミュニケーション・明快

なプレゼンテーション・正確な記載ができる 

11．学生への指導・教育と共に、患者・家族への教育・啓発にも参加できる 

12．診療・研修での上下間での相互評価を、患者ケアの観点から行うことができる 

13．ベッドサイドでの基本手技ができる 

14．種々の疾患に対して、外科的判断（手術の適応など）を行う、あるいは適切・適時に外

科へのコンサルトができる 

15．一般内科での各手技技術ができる：エコー、ライン挿入、各種体腔穿刺など  

 

コミュニケーションスキル Interpersonal and communication skills  

1．患者・家族との良好な信頼関係を築き維持することができる：最良の医師－患者関係を

築き、医療という医師－患者の共同作業を遂行できる 

2．患者・家族、さらには地域住民・国民・公衆とのコミュニケーション・啓発ができる 

3．傾聴、言語的・非言語的（表情・身振り）伝達、質疑応答（質問技能）、明快な説明、情

報提供、筆記・記録などのコミュニケーションの技術を習得できる。相手の考え・気持ちを

受け入れる感受性・寛容性：共感、謙虚さ 

4．約束事項の責務貫徹、時間厳守、継続的な責務遂行、24時間（可能な限り）アクセス（他

の医療提供者ばかりでなく患者・家族からのアクセス）ができる：特に救急時での他との対

応と説明ができる 

5．良い知らせと同様、悪い知らせを人間的思いやりやを持って患者・家族に伝えることが

できる：精神心理面、感情面を考慮：医療のアート面の鍛錬 
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6．種々の検査・治療に際して Informed consentや Second opinionを正しく遂行すること

ができる 

7．診療上のチームケアでのコメデイカル、研修上のチームケアの研修医・指導医との対人

関係を築き、チーム医療・研修活動を保つことができる 

8．他の医師、コメデイカル、その他の医療提供者との効果的なコミュニケーションができ

る：特に病棟や外来でのリーダーとしてのコミュニケーション能力 

9．他科の医師との効果的なコンサルト活動。更に、他の医療提供組織や医療政策組織（担

当者）とのコンサルト・対人関係ができる。場合によってはメデイアとの適切な対応もでき

る 

10．正確で明瞭な医療記録、紹介状やコンサルトレポートの記載ができる 

11．教育回診やカンファレンスでの的確なプレゼンテーション、逆に適切なフィードバック

を提供できる 

 

実践に基づく学びと改善 Practice-based learning and improvement  

1．自らの研修・診療活動を分析できる：ローテーションでの指導医らの評価、研修行動に

対する常なる評価・フィードバック受諾などでの他・標準との比較。InTraining Examination

などでの他・標準との比較 

2．分析を通して ACGME の６つの Competenciesでの自分の強い点・弱点を認識し、強い点を

伸ばし、弱点を改善する方法を検討できる。改善のゴールを設定・企画し、改善策（研修・

診療活動の革新的変化）を実行できる：自己学習の能力 

3．評価の分析、改善策検討にはエビデンスを適切に活用できる。研修・学習過程を最善に

保持するために ITなどのテクノロジーを利用できる 

4．手技に関しては、Simulationなどの活用により、基本手技を習得できる 

5．自己の限界を知り、必要な助けや助言を適切に求められる：知らない事を相手（医療提

供者や患者・家族）に隠さず伝えることができる 

6．常に自己を振りかえり、反省に立った継続的自己学習の習慣をつけられる 

7．問題点を自ら見つけ解決できる能動的学習者（Active learner）となれる。生涯学習者

を目指す 

8．他（後輩・同輩、コメデイカルなど）への教育活動を積極的に行い、教える（フィード

バックやポジテイブな批評も含める）ことから学べる。同様に、患者・家族への教育・啓発

にも参加することができる 

9．チームケアのリーダーとしての役割を果たすことで、そこから医療・研修に関しての改

善方法を習得できる 

10．臨床情報を収集・分析・管理する能力を養える 

12．内科医・医師としてだけでなく社会人・人間としての自己改善に常に努められる 

13．グローバルな語学としての英語を、診療でも研修でも使えるよう勉強できる 
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プロフェッショナリズム Professionalism  

1．プロフェッショナリズムとは何かを述べられる。そして、プロフェッショナルの資質を

習得できる：診療・研修において患者ケア能力と対人・コミュニケーション能力を培うこと

を通して、また医療での倫理や法的理解を通して、（1）医師としての専門能力を習得・向上

（卓越性）とそのための意欲と情熱、（2）自己規制・自律を持って人間性（ヒューマニズム）

を向上、（3）相手や社会への説明責任・行動責任、（4）自己のためでなく他や社会のために

活動（他利主義） 

2．責任感を持って責務を遂行、他（患者・家族など）の要求に最善を持って適切に対応で

きる 

3．医師としての倫理観を保持し、患者中心・患者第一の利益を追求できる 

4．患者・家族への尊敬・敬意、誠実、正直・素直、思いやり・共感、使命感を常に持てる 

5．患者の様々は背景（年齢・性、家庭・身体障害状況、社会的・経済的・文化的・宗教的・

人種的背景）を考慮しての対応ができる 

6．患者・家族のプライバシーと自立性を尊重することができる 

7．医師プロとしての能力の向上を常に追及し、患者ばかりでなく社会全体に対しても医師

としての責任を自覚し行動ができる 

8．チームケアの他のメンバーに対する尊敬の念・謙虚さ、配慮と扱いができる（同等関係

であり上下関係ではないことを認識している） 

9．自らの能力の限界を知り、正直に伝え、適切な助けを求める対応を行うことができる 

10．医療行為などで自らの誤り・ミス（治療でのミスやそれによる合併症など）を認め、正

直に伝え（公表し）、即座に的確な対応策を練ることができる：患者・家族、病院・地域組

織に正確に伝え、取るべき責任を取り、また自らも反省し、同様の誤り・ミスの再発防止対

策を練れる 

 

医療システムの理解 System-based practice  

1．医療患者行為が患者・家族ばかりでなく、より広い医療システム（病院、地域、学会、

保険制度、医療費・医療経済、医療政策など）から影響を受け、逆に影響を与えることを理

解し、それに基づいた行動ができる 

2．患者個々の医療だけでなく、種々の地域医療活動や公衆衛生活動などに参加することが

できる：特に予防医学や公共啓発、集団教育などの立場から 

3．経費対効果（Cost-effectiveness）上の分析の基に医療活動を実施することができる：

医療経済・医療資源や医療費への認識を医療費削減への貢献 

4．患者個人の医療の質（Quality of care）生活の質（Quality of life）同様に、常に医

療全般の質の維持と向上と、医療システムの質（Quality of system）の改善を心掛けれる 

5．チーム医療をリードすることで、患者の安全の確保と危機管理を遂行することができる 
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6．医療事故・ミスの認識・発見・予防活動に参加できる：特に治療前後・治療中の事故 

7．事故・ミスの発生しうる各医療システムの弱点を見つけ改善することができる：研修の

チームケア、診療のチームケアでの弱点など 

8．外来・病棟での（診療活動だけでなく）管理活動も理解し、必要に応じて（入退院など

での）管理にも参加できる。内科とその他の科の協力・協同関係の構築ができる 

9．研修プログラムのガイドライン・システムを理解し、最善の研修教育の実践に務めるこ

とができる（研修医の労働基準など） 

10．外部第三者機構からの監査・評価・フィードバックを受け入れ、診療及び研修共に国内・

グローバルなスタンダード（標準）以上を維持（それに協力）することができる 

11．臨床研究・発表活動への参加と実施ができる 

12．国内だけでなく、国外にも目を向け、グローバルな動向に精通し、広いものの考え方を

身につけることができる 

 

◼ 研修内容 

指導医・専攻医（卒後 3-5年）および臨床研修医からなるチームの一員として、マンツー

マンの屋根瓦式指導の下、総合内科入院患者の担当医となり、病歴聴取・身体診察・検査結

果より、プロブレムリスト、アセスメントおよびプランを作成し診療録に記載する。その他

教育に関する行事に積極的に参加する。 

 

◼ 教育に関する行事 

モーニングレポート             5回/W  月～金 7:30-8:30 

  チャートラウンド/ベッドサイドラウンド 5回/W  月～金 8:30-10:00 

  ジャーナルクラブ           1回/2W  木 12:30-13:30 

    Ethics/End of Lifeカンファレンス     1回/W  火 12:30-13:30 

  患者ケアに関する多職種カンファレンス 適宜開催 

    感染症カンファレンス         1回/W 木 8:15-9:00 

  循環器カンファレンス   3回/W 火・水・金 8:30-9:00 

  救急科との合同カンファレンス  1回/月  金 12:30-13:30 

◼ 評価方法 

1. 360度評価： 評価表を用いた客観的評価。医師（指導医・先輩・同僚）、看護師代

表合計 12名により、年一回行われる。 

 

 

3.3.3.2.外科 

 

■ 研修実施責任者  窪田 忠夫 
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■ 研修の目的と特徴 

  初期 1年目で 2ヶ月、希望により 2年目でのローテーションが可能となっている。 

 当院外科研修では米国卒後研修認定委員会：ACGME（Accreditation Council for 

Graduate medical education）に準拠した研修プログラムを採用しており、グローバル

に通用する知識と技能の習得を最大の目的としている。Google サイトに当院外科ホーム

ページを作成しており、カンファレンス/当直/連絡事項/学習資料（スライド・文献など）

を Webベースで活用できる。 

■ 到達目標 

一般目標：一般医として必要な外科的知識と処置を習得する 

行動目標： 

1）Medical knowledge 

1.    体の各部位を正しい解剖学用語で示すことが出来る 

2.    外科処置に必要な基本的用具と器械の名称と正しい使用法を把握している 

3.    清潔の概念を正しく理解している 

4.    外科的処置に必要な消毒薬の種類と使用法、局所麻酔の方法と禁忌につい 

て理解している 

5.    創傷治癒：一次治癒と二次治癒について理解している 

6.    全身麻酔で行なう手術の流れ（麻酔を含む）を把握している 

7.    各種体腔ドレンの意味を理解している 

8.    手術創感染の予防法について理解している 

9.    周術期に起こり得る典型的な合併症について理解している 

10.   典型的な外科疾患の診療について理解している 

2）Patient care 

1.    手術や処置に不安を抱く患者さんに適切な説明と対応ができる 

2.    外来・救急での初期診察において適切に病歴と身体所見が取れ、必要な専門 

医にコンサルトができる 

3.    疾患の程度と患者状態を総合的に判断して手術適応を決めることを学ぶ 

4.    簡単な縫合術を実施できる 

5.    創傷ケア（開放創、小範囲熱傷等含む）ができる 

6.    周術期合併症を診察し、専門医にコンサルトすることができる 

3）Interpersonal and communication skill 

1.    他医師や他職種と良好な関係を築き、チーム医療が実践できる 

 

2.    患者さん本人のみならず、その家族や知人らにも思いやりをもって接するこ 

とができる 

3.    回診やカンファレンスで適切に症例プレゼンテーションができる 
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4.    診療録やレポートに正確な表現で記載することができる 

5.    後輩（学生を含む）や他職種への教育活動を通じて自らも学ぶことができる 

4）Practice-based learning and improvement  

1.    自らの研修や診療活動を分析できる 

2.    分析や指導医らの評価を受けて、自身の弱点を改善する方法を検討できる 

3.    評価の分析、改善検討にはエビデンスを適切に活用できる 

4.    研修、学習を最善に保持するために ITなどのテクノロジーを活用できる 

5.    担当以外の症例も積極的にレヴューすることにより、少ない期間で多くを学 

ぶように工夫できる 

6.    自らの限界を知り、必要な助けや助言を求めることができる 

5）Professionalism 

1.    プロフェッショナリズムとは何か？を自分の言葉で述べられる 

2.    医師としての倫理を持ち、患者中心の思考ができる 

3.    患者、家族に誠意と敬意を持って接し、使命感を持って職務を遂行できる 

4.    患者の様々な背景（年齢、性別、人種、宗教、職業、家庭環境など）を考慮 

した配慮ができる 

5.    患者、家族のプライバシーと自立性を尊重できる 

6.    自らの行為に誤りやミスがあった場合に、正直にこれを認めて公表し、遅滞 

する事無く対応策を練ることができる 

6）System-based practice 

1.    医療行為は目の前の患者だけでなく、より広い社会から影響を受け、また与 

えることを理解した行動ができる 

2.    医療安全に配慮し、医療事故・ミスを理解、発見し、またこれらの予防活動 

に参加できる 

3.    地域医療活動、公衆衛生、予防医学等の意義を理解できる 

4.    費用対効果の上にたって医療を実施し、限られた医療資源と財源を節約する 

ことに配慮できる 

5.    診療以外の院内活動を知ることにより多職種が協力して病院を運営している 

ことを理解できる 

6.    自らの身体と精神を健康に保ことが、適切な医療を提供するにあたって重要 

であることを認識し、実践できる 

 

 

■ プログラムの概要 

 外科チームの一員として手術、病棟管理、救急治療、外来治療を学ぶ。グループ診療制で

あるので単独で患者さんを受け持つことはないが、グループの全患者さんを上級医ととも
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に担当する。2年目に選択した場合研修の習熟度によっては虫垂切除術やソケイヘルニア修

復術などの基本手術を術者として経験する。以下のカンファレンスに参加し、月に１度ほど

ケースレポートなどの発表を担当する。 

＜カンファレンス概要＞         

・Case Conference〔CC〕（症例カンファレンス） 

・Mortality & Morbidity Conference〔MM〕（MMカンファレンス）           

・Text Study〔TS〕：外科全分野の知識を項目ごとにレクチャー形式でまとめる。  

・Core Lecture〔CL〕：指導医による講演 

・What's New〔WN〕：外科３大誌の最近のトピック 

・Post Operatine Conference〔PO〕 

・Preop Conference〔PC〕：術前カンファレンス 

・Tumor Conference〔TC〕：Oncology腫瘍カンファレンス；聖路加国際病院腫瘍内科医と合

同 

・ED Conference〔ED〕：救急カンファレンス；救急科と合同 

・General Internal Medicine〔GIM〕：内科と合同 

・All resident Conference〔AC〕：全レジデントのカンファレンス（招待講演） 

・Simulation教育〔Sim〕 

 

カンファレンス:例 

月     火   水    木  金    

7:30-8:00 TS CL PO  PC TC  

17:00-18:00  MM (月 3回) 

■ 評価方法 

 ACGMEの 6つの到達目標にもとづき各指導が構造的評価を行う。 

 

 

3.3.3.3.救急科 

 

■ 研修実施責任者  舩越 拓 

■ 研修プログラムの目的と特徴 

将来的な進路に寄らず救急外来において初期対応ができるようになることは初期研修での

重要な目的の一つである。初期研修２年間で３ヶ月の救急科ローテートを基本とする。当院

救急科ローテートの特徴は研修医が初療から専門科にとらわれないあらゆる疾患の診療を

行う事ができることである。各勤務帯の診療を経験する事により時間帯による疾患の違い

も体験できる。また、救急科での研修を通年行うことにより季節的な疾患の頻度を理解し環

境因子の疾患もまんべんなく経験できるようにする。診療に際しては救急科専従医に全例
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プレゼンテーションし指導を受けることができ、自己流にならない標準的な知識を身につ

けることができる。 

■ 到達目標 

救急科ローテートにおける到達目標を ACGMEの定める 6 competenciesに準じて以下のよう

に定める 

1．Medical knowledge 

救急領域で頻度・緊急度の高い症候や疾患、治療を理解する 

薬物の作用、副作用、相互作用を理解する 

医療器具の適切な使用方法、注意点を理解する 

救急領域の検査、画像について適切なオーダー、評価が理解できる 

BLS/ACLSを理解する 

論文の概要を解釈できる 

2．Patient care 

バイタルサインの把握と解釈ができる 

適切なトリアージに基づいた緊急性の判断ができる 

診断治療に必要な医療面接ができる 

基本的な身体診察法ができる 

医療面接、身体診察から必要な検査を自ら実施し、結果を解釈できる 

処方箋、指示箋を作成し、管理できる 

手技が必要な患者を判断し指導医とともに施行できる 

 

診断書、死亡診断書、死体検案書その他の証明書を作成し、管理できる 

 

3．Interpersonal and communication skills 

患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握し、信頼関係を構築できる 

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

施できる 

診療録を POM(problem oriented system)に従って記載、管理できる 

看護師や医療スタッフを尊重し良好な関係ができる 

上級医や他の医療スタッフの意見を真摯に受け止めることができる 

専門医に適切なコンサルテーションができる 

同僚および医学生へ教育的配慮ができる 

 

4．Practice-based learning and improvement 

診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる 

自己評価および第三者による評価をふまえた問題対応能力の改善ができる 
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自己管理能力を身につけ、生涯にわたり基本的な診療能力の向上に努める 

5．Professionalism 

社会人、医療チームの一員としての責任と協調性を持つ 

守秘義務とプライバシーを遵守する 

家族を含めた患者満足度に配慮できる 

医の倫理、生命倫理について理解し適切に行動できる 

臨床症例に関するカンファレンスに参加する 

医療行為に伴う発生する費用対効果について考慮することができる 

6．System-based practice 

院内感染対策の理解、感染予防策を行える 

医療安全、医療事故防止の基本を身につける 

M&Mや地方会、CPC(臨床病理検討会)などでレポートを作成し、症例発表する 

救急医療の特性を学びマルチタスクや時間のコントロールができる 

 

■ 週間スケジュール 

勤務時間、休日は事前に救急スタッフと相談し決定する 

完全シフト制で、週 40時間程度の労働時間とする週に 1回、救急部教育カンファレンスに

参加する 

■ 研修評価方法 

研修前に救急スタッフと研修目的、到達目標を確認する 

研修終了時に救急スタッフと個別に目標を達成できたか確認する 

■ 経験すべき緊急を要する症例 

・ 心肺停止 

・ ショック 

・ 意識障害 

・ 脳血管障害 

・ 急性呼吸不全 

・ 急性心不全 

・ 急性腹症 

・ 消化管出血 

・ 急性腎不全 

・ 急性感染症 

・ 外傷 

・ 急性中毒 

・ 誤嚥、誤飲 

・ 熱傷 
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・ 精神科領域の救急 

 

経験すべき症候 

・ 全身倦怠感 

・ 食欲不振 

・ 体重増加、減少 

・ 浮腫 

・ リンパ節腫脹 

・ 発疹 

・ 黄疸 

・ 発熱 

・ 頭痛 

・ めまい 

・ 失神 

・ 痙攣発作 

・ 鼻出血 

・ 胸痛 

・ 動悸 

・ 呼吸困難 

・ 咳、痰 

・ 嘔気嘔吐 

・ 腹痛 

・ 便通異常 

・ 腰痛 

・ 関節痛 

・ 歩行障害 

・ 四肢のしびれ 

・ 血尿 

・ 排尿障害 

・ 不安、抑うつ 

 

経験すべき手技 

・ 気道確保（気管挿管、気道補助具の使用含む） 

・ 人工呼吸  

・ 胸骨圧迫  

・ 圧迫止血  
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・ 包帯法（シーネ、オルソグラス固定含む）  

・ 脱臼整復  

・ 注射法（静脈路確保、動脈採血含む）  

・ 血管留置カテーテル（中心静脈、動脈ライン含む）  

・ 腰椎穿刺  

・ 穿刺法（腹腔、胸腔へのドレーン留置含む） 

・ 導尿（foley留置含む）  

・ 胃管挿入  

・ 局所麻酔  

・ 創部消毒、縫合、切開排膿  

・ 熱傷処置  

・ 除細動  

・鼻出血処置  

 

3.3.3.4.小児科 

 

◼ 研修実施責任者 畠井 芳穂 

◼ 研修の目的と特徴 

小児科初期研修の目的は、臨床医として小児プライマリ・ケアにおける基本的な診療能力

（態度・技能・知識と技術）を習得することにある。 

◼ 到達目標 

一般目標：小児を診療するにあたり必要な基礎的知識・技能・態度を修得する。 

1 子どもの特性 

□子どもの成長・発達と異常に関する基本的知識を習得する 

□身体以外に心理的状態を考慮した診療態度を身につける 

□養育者の心配・育児不安などを受け止める 

2 小児診療の特性 

□子どもや養育者の信頼関係を構築する 

□養育者からの情報を的確に収集できる 

□子どもの年齢と状態に応じた診察ができる 

□診療において子どもの協力を得るためのスキルを身につける 

□小児の薬用量、検査値の年齢特性を知る 

 

3 小児疾患の特性 

□同じ主訴や徴候でも年齢により鑑別疾患が異なることを理解する 

□子ども特有の疾患や先天異常を経験する 
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□頻度の高い疾患（感染症、けいれん、喘息など）は、診断・治療方法について習熟する 

 

行動目標： 

1 面接、病歴聴取、指導 

□子どもに不安を与えないように接することができる 

□傾聴・共感的態度でコミュニケーションを図れる 

□養育者から発病の状況、いつもと違う、心配なこと、発育歴、既往歴、予防接種歴などを

要領よく聴取することができる 

□患者・家族が納得できる医療を行うために、インフォームド・コンセントに配慮した対応

ができる 

2 診察 

□年齢に応じ、適切な手技による系統的診察ができる 

□視診により，顔貌と栄養状態、発疹、呼吸状態、チアノーゼ、脱水などを評価できる 

□バイタルサインと身体測定ができる 

□身体発育、神経学的発達、生活状況、性的発育の概略を評価できる 

3 診療技能 

□単独でできるもの 

・採血（毛細血管，静脈血） 

・静脈確保 

・鼓膜検査 

・皮下注射、皮内注射 

・鼻出血の止血 

・吸入療法 

・酸素吸入 

□指導のもとでできるもの 

・腰椎穿刺 

・胃洗浄 

・経管栄養 

・輸血 

・注腸，高圧浣腸 

・導尿 

・浣腸 

 

4 臨床検査 

□以下の検査をオーダーし、結果を解釈できる 

血液検査（血算、白血球分画、生化学検査、免疫学的検査）、尿検査、便検査 
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血液型判定、細菌学的検査（培養、迅速診断キット）、髄液検査、Ｘ線検査（単純、造影）、

心電図検査、超音波検査、ＣＴ、ＭＲＩ 

5 治療 

□性や年齢、重症度に応じた治療計画を立案できる 

□薬剤の投与量と方法を決定できる 

□服薬・食事を養者に指導することができる 

■ 経験することが望ましい小児の疾患と徴候 

 □徴候 

 体重増加不良・哺乳不良、発達の遅れ（運動、精神、言語）、発熱、脱水、発疹・湿疹、

黄疸、心雑音、チアノーゼ、貧血、紫斑・出血経口、けいれん・意識障害、頭痛、咽頭痛、

耳痛、咳・喘鳴・呼吸困難、頚部腫瘤、リンパ節腫脹、鼻出血、便秘、下痢、血便、嘔吐、

腹痛、四肢痛、夜尿、肥満・やせ 

 □疾患 

 △経験すべき疾患 

 新生児疾患（低出生体重児、新生児黄疸）、乳児疾患（おむつかぶれ、乳児湿疹、乳児下

痢症）、感染症（麻疹、風疹、水痘、突発性保身、伝染性紅斑、手足口病、流行性耳下腺炎、

インフルエンザ、ヘルパンギーナ、急性咽頭炎、気管支炎、細気管支炎、肺炎）、アレルギ

ー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹）、神経疾患（てんかん、熱性けいれん）、

腎疾患（尿路感染）、川崎病、血液疾患（貧血）、内分泌疾患（低身長、肥満、）、救急疾患（救

命処置、酸素療法、脱水、喘息、けいれんの応急処置） 

◼ 研修プログラム 

□乳幼児健康診査において健康小児の正常の成長と発達を理解する 

□外来や病棟において小児の採血、点滴などの基本的手技を学ぶ。小児の一般薬の投与量を

把握する。上級医が行う入院患者の治療を学ぶ。腰椎穿刺、胃洗浄、経鼻胃チューブや尿道

カテーテル挿入などの手技を学ぶ 

□一般外来では外来担当医について見学をする。上級医とともに、乳幼児健診、予防接種な

どの一部の診療に参加する。上級医とのスーパーバイズのもと、一般外来診療を担当する 

□指導医と共に入院患者の担当医となり、実際の診察や検査計画、治療方針の決定などに参

加する。指導医が可能と判断すれば、入院患者の担当医となり、指導医の意見を聞きながら

実際に診療を担当する 

□指導医と共に救急外来にて小児救急疾患の体験、救急対処法の判断と手順を学ぶ 

□回診（朝、夕）に参加し、患者のプレゼンテーションを行う 

□毎週のカンファランスの参加し、受け持ちのケースカンファランスを適宜行う 

□初期研修医も対象とする院内クルズス・カンファランスが行われている。小児科以外の分

野にも積極的に参加する 

◼ 評価方法  
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□研修簿と指導医の評価に基づき判断される 

■プログラム終了後のコース 当院小児科に継続して勤務することを希望する場合は、専

攻医に志願できる 

 

3.3.3.5.産婦人科 

 

⚫ 研修実施責任者 坂井 昌人 

⚫ 研修の目的と特徴 

産婦人科は誕生から性成熟、妊娠、分娩、加齢という女性の生涯を通しての健康に関わる診

療科である。女性に特有の生理変化や疾患は内外女性器のみならず全身に及ぶものであり、

それらについての知識、検査、診察技術の習得はすべての医師にとって重要である。当科に

おける臨床研修は将来産婦人科を専門とする医師だけではなく、専門としない医師におい

ても一般実地臨床で求められるべき、生涯にわたる女性のプライマリ・ケアが可能となるよ

う習得することを目標とする。 

1） 産科：妊娠、分娩、産褥に関連した患者を診療、治療にあたり専門医に移管する必要

性および時期を判断しうるとともに、それまでに必要な処置・検査・診察技術を習得する 

2） 婦人科：婦人科患者の診療、治療にあたり適切な初期診断と処置を行う知識と技術を

習得する。また婦人科一般外来診療および入院患者に対する診療について適切な判断がで

きるようにする 

 

◼ 到達目標 

1. 一般目標：産婦人科的診療を適切に行うために，必要な産婦人科領域の基礎的素養を身

につける。それらの問題を抱える女性患者に対する医師としての適切な基本的態度を学ぶ。 

1) 妊娠・分娩・産褥における母体・胎児・新生児の診療に必要な基本的事項の研修を行う

正常経過と異常経過につき研修し、それらの鑑別ができるようになる 

2) 女性特有の疾患による救急医療を研修する。卵巣腫瘍茎稔転、骨盤腹膜炎、卵巣出血、

異所性妊娠、切迫流早産、陣痛、胎盤早期剥離など急性腹症を呈するこれらの鑑別と治

療の基本につき研修する 

3) 分娩時弛緩出血、前置胎盤、妊娠高血圧腎症など産科危機的出血・産科的 DICを来たし

うる病態につき研修し、検査法、治療法、輸血療法の基本を習得する 

4) 思春期・性成熟期・更年期の内分泌的・肉体的・精神的変化につき理解する。女性の性

周期と加齢に伴うホルモン環境の変化を理解し、それらの失調による病態の診断・治療

につき研修し、プライマリ・ケアができるようになる 

5) 産婦人科診療に必要な基本的検査法を研修する。超音波検査・CT/MRなどの画像診断法

の意義を理解し、基本的診断法を習得する 

6) 女性器疾患の知識と基本的な治療法を研修する。子宮・卵巣の良性・悪性腫瘍、性器脱
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などの女性器疾患の診断・治療を研修し、プライマリ・ケアができるようになる 

 

2. 行動目標： 

1) 患者-医師関係 

  患者を全人的に理解し、患者家族と良好な人間関係を確立するために 

 □患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる 

 □医師、患者、家族が共に納得できる医療を行うためのインフォームド・コンセントが 

  実施できる 

 □守秘義務を果たし、患者・家族の人権・プライバシーへの配慮ができる 

 

2) チーム医療 

  医師、診療看護師、助産師、看護師、検査技師、薬剤師、医療福祉士など医療の遂行 

に関わる医療チームの構成員としての役割を理解し、チーム医療を実践できる。 

 □指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる 

 □上級医や同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる 

 □同僚・後輩に教育的配慮ができる 

 □患者の転入・転出にあたり必要な情報交換ができる 

 

3) 問題解決能力 

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

ける。 

 □臨床上の疑問点を解決するための情報収集をして評価し患者への適応を判断できる 

 □得られた情報を基に問題解決のための診療計画を立案できる 

 □自らが把握した患者の問題点や治療計画を的確に指導医に提示できる 

 □指導医のもとに治療計画を家族に説明し質問を受けることができる 

 □入退院の適応を判断できる 

 □自己評価および第三者による評価を踏まえた問題解決能力の改善ができる 

 □臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ 

 

4) 安全管理 

  患者および医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身につけ危機 

管理に参画する。 

 □医療を行う際の安全確認の考え方を理解し実施できる 

 □医療事故防止および事故発生後の対応について、マニュアルに沿って適切な行動がで 

きる 

 □院内感染対策(Standard Precautionsを含む)を理解し実施できる 
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5) プレゼンテーション 

  チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠なプレゼンテーション、ディスカッ

ションを行う。 

 □プレゼンテーションとディスカッションができる 

 □臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する 

 

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、社会に貢献することを目指す。 

 □保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる 

 □医療保険制度、公費負担制度を理解して診療できる 

 □医の倫理、生命倫理について理解し適切に行動できる 

 □医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる 

 □節度と礼儀を守り、無断遅刻、無断欠席なく勤務できる 

 □妊産婦保健指導などの家庭医としての保健活動を行える 

 

3. 経験すべき診察法・検査・手技・症状・病態・疾患 

1) 医療面接 

 □医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキ 

ルを身につけ、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握できる 

 □患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴）の聴取と記録ができる 

 □患者・家族への適切な指示、指導ができる 

 □緊急性が求められる場合には、診察を行いながら必要な情報を収集できる 

2）診察法 

 □一般的身体診察 

 □内診（子宮・付属器の内診、妊娠子宮の内診） 

3）基本的な臨床検査 

 □一般尿検査（沈査を含む）  

 □血球算定、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 

 □血液生化学的検査 

 □免疫血清学的検査 

 □細菌学的検査・薬剤感受性検査 

   それに伴う検体の採取（尿、血液、帯下、羊水など） 
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 □検査試薬 

   迅速診断キットを用いた各種の診断検査（ 

尿妊娠反応、破水検査） 

 □単純 X線検査（骨盤計測を含む） 

 □造影 X線検査（子宮卵管造影） 

 □X線 CT検査 

 □MRI検査 

 □経腹超音波検査、経腟超音波検査、M-モード法、ドプラ血流計測 

4）基本的手技 

 □静脈採血、動脈採血が安全に正しく迅速にできる 

 □気道確保、バッグ＆マスクによる徒手換気が適切にできる 

 □皮内、皮下、筋肉、静脈注射が安全に正しくできる 

 □末梢静脈点滴ルートが確保できる 

 □局所浸潤麻酔が正しくできる 

 □膀胱留置カテーテルを留置できる 

 □簡単な切開・排膿を実施できる 

 □創部消毒とガーゼ交換、抜鈎、抜糸、創部の評価ができる 

 □簡単な分娩時裂傷などの縫合法を実施できる 

5）緊急を要する症状・病態 

 □急性腹症 

 □急性感染症 

 □子癇発作 

 □分娩時出血多量 

 □高度胎児一過性または遷延除脈 

6）正常妊娠 

□妊娠を診断し，週数と予定日の計算ができる 

□尿中妊娠反応の陽性開始時期を述べることができ，実施できる 

□つわり，胎動などの出現時期を述べることができる 

□妊娠中に使用可能な薬剤について述べることができる 

7）正常妊婦の診察 

□妊婦の定期健康診査ができる 

□子宮底長が測定でき，レオポルド触診法で胎児が確認できる 

 

□超音波断層法によって胎盤,羊水量,胎位,胎児発育,胎児の評価がで 

きる 

8）分娩時，産褥期の管理ができる 
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□分娩経過の評価ができる 

□妊娠高血圧症候群，常位胎盤早期剥離，前置胎盤について判断することが 

できる 

□子宮口開大度の評価ができる 

□胎児心拍陣痛計の計測ができ，胎児心拍数モニタリングにつき評価できる 

□帝王切開の適応を判断できる 

□児娩出の介助，児の処置,NCPR，臍帯・胎盤の処置ができる 

□会陰正中側切開の必要性を評価できる 

□軟産道の損傷の有無を評価できる 

□産褥期の子宮底の高さが判断でき，悪露の経過をのべることができる 

□Apgar指数を評価できる 

9）新生児 

□正常新生児の診察, 日常的ケアができる（保育環境，水分量の計算，栄養管理，体重 

測定，バイタルサイン，新生児黄疸など） 

10）婦人科的診察 

□子宮筋腫、卵巣腫瘍が指摘でき，治療方針を述べることができる 

□腟鏡を用いて子宮頸部が観察でき，子宮頸部，腟部細胞診が実施できる  

□経腹または経腟超音波断層法により骨盤内臓器の情報を得ることができる 

□コルポスコープの適応を理解し、基本的所見が述べられる 

11）婦人科疾患の取り扱い 

□婦人科的緊急症（子宮外妊娠，卵巣出血，骨盤内炎症性疾患など）の鑑別ができる 

□更年期障害の診断治療ができる 

□婦人科的悪性腫瘍の治療指針について述べることができる 

□子宮頸部異形成、上皮内がん、HPV感染、について理解し、円錐切除術、経過観察期間・ 

方法につき説明できる 

12）基礎体温の生理学的意味を理解し，避妊法について説明ができる 

13) 一般的婦人科手術の助手が務められる、手術に対する理解ができる 

14）婦人科手術患者の術前、術後管理ができる 

◼ 教育に関する行事 原則として週 1回の症例検討会と定期的な勉強会を行う 

◼ 研修期間：当院初期臨床研修プログラムに定められた期間（1カ月） 

◼ 評価方法 

研修開始時に配布した研修簿に研修医は自己研修状況を記録する。研修医の目標到達度は

この記録および指導医の申告により判断される。 

 

3.3.3.6.地域医療 
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■ 研修実施責任者 本項目の末尾に記載 

◼ 研修実施責任者および指導医 施設毎に定められている。 

◼ 研修の目的と特徴  

➢ どのような地域か、どのような医療サービスが提供されているか、地域で医師はど

のような役割が期待されているか、考察を加えながら紹介することができる。 

➢ 外来診療・訪問診療など、提供可能な医療サービスを実践し、今後の課題を明確に

することができる。 

◼ 方略 施設毎の研修プログラムに準じる。 

1.事前に研修目標を立てる。必ず研修先の指導医と連絡をとり、自己紹介、研修目標に

ついての相談を行う 

3.日々のふりかえり、週間フィードバックなどを行う 

4.研修終了時に、指導医とともに地域医療研修全体のふりかえりを行う 

 

◼ 評価 

➢ 指導医からのフィードバック 

➢ ふりかえりなどによる形成的評価 

 

3.3.3.7.精神科 

 

◼ 研修実施責任者および指導医 施設毎に定められている 

◼ 研修の目的と特徴 

各種の精神障害の基本的な知識及び主要疾患の診断・治療の基本を習得することを目的

とする。精神科病棟において入院患者を主治医である指導医の指導の基に副主治医として

精神科臨床の基礎を学ぶ。 

■ 研修の目的と特徴 

プライマリ・ケア向上と全人的治療を目指す卒業直後の医師が行うべき臨床研修の中で、

各種の精神障害の基本的知識及び主要疾患の診断･治療の基本を習得することを目的とす

る。 

■ 目標到達 

   一般目標 

   1）基本的な面接法を学ぶ 

   2）精神疾患の捉え方の基本を身に付ける 

   3）精神疾患に関する基本的知識を身に付ける 

   4) 精神症状に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ 

   5）簡単な精神療法の技法を学ぶ 

   6）心身相関についての理解を深める 
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   7）人間関係のとり方を学ぶ 

    

行動目標 

   1）症例を担当し、以下の疾患･病態を的確に把握できるようにする 

     必修 A疾患：うつ病、統合失調症、認知症 

     必修 B疾患：身体表現性障害、ストレス関連障害 

     その他疾患・病態：アルコール依存症、症状精神病、不安障害(パニック症候群) 

   2）抗精神薬についての基本的知識を学ぶ 

   3）症例を通して支持的精神療法の実際を学ぶ 

   4）症例を通して具体的にコメディカルスタッフと強調する仕方を学ぶ 

   5）デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する 

   6）患者をもつ家族への精神的理解と支援の仕方を学ぶ 

   7）精神科における診療のみでなく、一般科においても精神症状を呈する患者を診察

し、リエゾン精神医学についても学ぶ 

 

◼ 評価方法 

指導医の評価に基づき、研修管理委員会で判断する。 

 

 

施設名：国府台病院独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 

研修実施責任者 医療教育部長、精神科病棟医長 早川 達郎  

 

施設名：同和会千葉病院 

研修実施責任者 院長 小松 尚也 

 

施設名：医療法人式場病院 

研修実施責任者 院長 式場 隆史 

 

3.3.4. 各科研修プログラム（選択） 

 

3.3.4.1.麻酔科 

 

◼ 研修実施責任者  小野寺 英貴 

◼ 研修の目的と特徴 

周術期に関する基本的な知識と技術を身につけることが、麻酔科研修の最大の目的であ

る。麻酔という医療行為の安全性や快適性を高めるために必要なことは何かを学び、それを
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実践することが期待される。 

■ 到達目標 

1)麻酔術前評価、麻酔準備を行う 

 ・患者の病歴、予定術式、患者の麻酔管理上のリスクを理解し、麻酔計画を立てることが

できる 

 ・麻酔器および麻酔に必要な器材、薬品を過不足なく準備できる 

2)麻酔導入、麻酔維持を行う 

・静脈ライン確保、気管挿管、胃管挿入、動脈ライン挿入、中心静脈穿刺等の基本手技を、

指導医のもとで適切に施行できる 

・行った医療行為や患者の状態、手術の進行具合について正確で漏れのないよう、電子麻

酔記録に記載することができる 

・腰椎穿刺による脊椎麻酔を、指導医のもとで適切に施行できる 

3)麻酔維持を行う 

・手術の進行や方針変更に応じて、麻酔管理を指導医とともに考えて施行することができ 

る 

・患者の状態の変化や異変が起きた場合、上級医師等周囲のスタッフに直ちに報告できる 

4)術後回診を行う 

 ・適切な時期に回診し、麻酔合併症を早期に把握して、協議しながら対応を考えることが

できる 

◼ 教育に関連する行事  

・研修中に最低 1例の症例報告あるいは論文・講義集等の要約を、麻酔科部内でプレゼン

テーションする。 

◼ 評価方法 

・研修開始時点で、取得すべき技能・知識の目標を、指導医とともに計画し立案する。研

修終了時点で、それらの技能の施行数、到達度を評価する。 

・技能手技以外の評価は、初期研修医として積極的にチーム医療に関与できたかというこ

とに重点を置き、総合的に判断する。 

◼ その他 

・全身麻酔は、必ずしも初期研修医が単独で安全にできる医療行為では無い。指導医の

監督下に行うものであることを肝に銘じておくこと。 

・麻酔研修は初期研修医にとって、基礎的技術を身に着ける非常に良い環境である。研

修医による医療行為を快く受け入れてくれている患者さん、患者さんのご家族、またと

もに働く医師、看護師、臨床工学技士などに感謝の念を忘れずに、研鑽を積んでいくこ

とが望まれる。 

 

3.3.4.2.脳神経外科 
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◼ 研修実施責任者  三枝 邦康 

◼ 研修の目的と特徴 

脳神経外科特有の知識や手技の習得を目指す。  

◼ 到達目標 

厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。臨床医として必要な脳神経外科の基本 

的な知識および手技を習得する。 

◼ 研修内容 

1) 基本的診断手技と検査方法の理解と実践 

意識障害の診察法、神経学的検査法、内分泌機能検査法、頭頚部の単純Ｘ線写真・CT・MRI・

脳血管撮影・核医学検査などの読影、脳波の判読、腰椎穿刺等 

2) 基本的治療法の理解 

頭蓋内圧亢進、痙攣発作、髄膜炎、脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍などの疾患に対する薬

物療法、中心静脈カテーテル挿入及び高カロリー輸液法による全身管理、髄腔内薬物注入、

神経ブロック手技など 

3) 救急処置法 

意識障害患者の呼吸・循環動態管理、頭部外傷患者の初期治療、脳血管障害の初期治療、

痙攣重積状態の処置、脳梗塞に対する tPA静注療法や血栓回収療法など 

4) 術前・術後管理 

開頭術、経蝶形骨洞手術、定位脳手術、頭蓋形成術、髄液シャント術、穿頭洗浄術などの

術前・術後管理 

5) 手術の実際と手技 

頭皮縫合、頭皮腫瘍切除、気管切開術、脳室ドレナージ、慢性・急性硬膜下血腫除去術、

髄液シャント術、頭蓋形成術、定位脳手術、脳腫瘍、脳出血、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、 

神経血管減圧術、コイル塞栓術などの手術 

6) 研究会・学会活動への参加 

◼ 教育に関連する行事 

1） 回診     毎日 午前 8時 30分から、午後４時から 

2） 手術     水曜日・金曜日 午前 9時から 

3） 血管撮影 火曜日・木曜日 午後 2時から 

4） 多職種カンファレンス 月曜日・午後 1時 30分から 

 

週間スケジュール：例 

月  火    水    木 金  土 

午前 外来  外来   手術   外来  手術  外来 

午後 カンファ 検査   手術   検査   手術     
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◼ 評価方法 

研修開始時に配布した研修簿に研修医は自己研修状況を記録する。研修医の目標到達度

はこの記録および指導医の申告により判断される。 

 

3.3.4.3.整形外科 

 

◼ 研修実施責任者  富澤將司 

◼ 研修の目的と特徴 

整形外科の研修にあたっては医師として必要な一般的事項（初期臨床研修【厚生労働省】

到達目標を参照)の他に骨・軟骨・関節・神経・筋肉・脈管の解剖とその修復過程の知識が

重要となる。 

◼ 到達目標 

厚生労働省の示す臨床研修の到達目標に準ずる。厚生労働省の臨床研修到達目標の達成。

但し、短期ローテートの場合、整形外科の基本的知識と技術に限定される。 

◼ 研修内容 

1) 解剖の習得 

骨・関節・筋肉・靱帯・神経など 

2) 診察法、検査法の習得 

視診、触診、関節可動域、筋力、神経学的所見、誘発テスト、などの理学的所見、Ｘ線像、

MRI、CTなどの読影、関節造影、脊髄造影などの検査手技 

3) 初期治療の習得 

創傷処理、ブラッシング、デブリードマン、骨折・脱臼の非観血的整復術、ギプスシーネ、

ギプス包帯の装着、固定良肢位の理解 

4) 術前・術後管理の習得 

高齢者、成人、小児の骨接合術、人工関節置換術、脊椎手術などの術前・術後管理 

5) 手術の実際と手技の習得 

四肢の骨折に対する骨接合術、髄内釘挿入術、腱断裂に対する腱縫合術、関節リウマチ・

変形性関節症に対する骨切り術・人工関節置換術、脊椎疾患に対する除圧術・固定術など 

6) リハビリテーションの理解 

 可動域訓練、筋力訓練、歩行訓練、術後後療法、脊椎疾患に対する保存療法、装具 

7) 研究会・学会活動参加 

◼ 教育に関連する行事 

1)総回診：毎週火曜日午後４時 

3)手術：月曜日 

    火曜日 

        水曜日 
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    木曜日 

    金曜日 

4）リハビリテーションカンファレンス水曜日午後 

5）症例・手術カンファレンス：火曜日午後 

その他院内の教育行事に参加する 

 

3.3.4.4.小児外科 

 

◼ 研修実施責任者  小笠原 有紀 

◼ 研修目標の目的と特徴 

① 小児外科領域の一般疾患に関する診断能力の修得 

② 小児外科疾患の救急初期治療に関する臨床能力の修得 

③ 小児外科疾患の基本的外科治療に関する臨床能力の修得 

④ 手術（外鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、虫垂炎等）の術者となることができる能力の修得 

⑤ 小児外科疾患に対し、臨床検査を選択し、実施できる能力の修得 

⑥ 小児外科疾患の術前、術後管理の計画をたて、実施できる能力の修得 

⑦ 手術（乳児以上）の術者となることができる能力の修得 

⑧ 症例検討会での症例提示、学術集会での発表ができる能力の修得 

⑨ 小児外科のあらゆる疾患に対し、臨床検査と特殊検査を選択し実施できる能力の修得 

⑩ 小児外科のあらゆる疾患に対し、診断、処置ができる能力の修得 

⑪ 手術（poor risk例を除く新生児、乳児症例）の術者となることができる能力の修得 

⑫ 簡単な手術の指導助手となることができる能力の修得 

⑬ 小児外科のあらゆる疾患に対し、独立責任診療ができる能力の修得 

⑭ 小児外科疾患における高度の手術を実施できる能力の修得 

◼ 到達目標  

厚生労働省の示す臨床研修の到達目標（3.2.1参照）に準ずる 

◼ 研修内容 

・上級医のもとで問診、検査の選択を行う 

・上級医のもとで小児救急疾患の初期治療を行う 

・単独で小児外科疾患の基本的外科治療を行う 

・介助医、術者として手術（外鼠径ヘルニア・臍ヘルニア・虫垂炎）に参加する 

・単独で臨床検査（X 線検査等）を選択し実施する。 

・単独で術前・術後管理計画をたて実施する 

・介助医、術者として手術（乳児以上）に参加する 

・症例検討会や学術集会に参加し自ら発表する 
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・小児外科のあらゆる疾患に対し、臨床検査（X線検査、穿刺検査等）や特殊検査（内圧検

査・PHモニター等）を選択し実施する 

・小児外科のあらゆる疾患に対し、単独で診断、処置を行う 

・介助医、術者として手術（poor risk例を除く新生児・乳児症例）に参加する 

・簡単な手術（中心静脈カテーテル挿入、体表腫瘤摘出術等）の指導助手として参加する 

・小児外科における高度の手術（先天性横隔膜ヘルニア、先天性食道閉鎖、胆道閉鎖症、胆

道拡張症、高位・中間位鎖肛、肺疾患、ヒルシュスプルング病、悪性腫瘍、腸閉鎖、臍帯

ヘルニア等）に術者として参加する 

 

3.3.4.5.皮膚科 

 

◼ 研修実施施設 研修担当医師者  

◼ 研修の目的と特徴 

皮膚科診療に必要な考え方・知識・技能を身につけることを目的とする。 

◼ 到達目標 

   厚生労働省の示す臨床研修の到達目標（3.2.1参照）に準ずる。厚生労働省の臨床

研修到達目標の達成。とくに皮膚科では下記の1-10を主たる目標とする。但し、短期ロ

ーテートの場合、皮膚科の基本的知識と技術に限定される。 

1. 実際に患者に接して皮膚科診療に特有の配慮・接遇を学び、患者・家族と良 

好な人間関係を確立できる  

2. 発疹学を学び、記載皮膚科学として臨床像を正しく表現できる  

3. 基本的な皮膚疾患（感染症、アレルギー性疾患、炎症性角化症、湿疹・皮膚 

炎など）の臨床像を把握し、診断できる  

4. 外来で行う基本的な検査（顕微鏡検査、パッチテスト、ダーモスコピーなど） 

ができる  

5. 皮膚の病理組織を学び、皮疹を組織学的側面から理解し、また皮疹の病理組 

織を診断できる  

6. 各種外用剤の基本構造と特性を学び、それらを実際の治療に使用でき。  

7. 凍結療法、紫外線療法、外用療法など多様な皮膚科治療法を理解し、実際に 

施行できる  

8. 皮膚科の救急疾患の初期診療ができる  

9. 入院治療が必要な皮膚疾患を理解し、入院計画と治療を実際にでき。  

10. 皮膚病変から推測できる他臓器疾患、全身疾患について適切に専門医にコン 

サルテーションできる 

◼ 研修内容 



43 

一般臨床医及び皮膚科医としての基礎的知識と技術を学ぶと共に、医師として必要な

態度を学ぶ。皮膚科外来診療と入院病棟を主な場として研修する。  

外来研修は科長の指導下で診療にあたる。外来では初診患者の予診をとる。指導医の

指導のもとに検査・診断・治療を行う。各症例毎に皮膚現症を丁寧にとることによっ

て、正確な記載方法を身につける。ダーモスコピー、検鏡検査を適宜行い、診断を行

う。軟膏療法や総処置、液体窒素を用いての凍結療法を実施する。炎症性粉瘤や皮膚の

細菌感染症に切開・排膿を実施し、適切なドレナージ法を身につける。 

入院病棟では指導医のもとで、担当医として病歴聴取・診察を行い、診療およびカル

テ記載を行う。病棟の主治医は指導医がその任にあたる。皮膚科疾患の理解を深めると

ともに、患者への説明、生活指導をおこなう。他科医師やその他のメディカルスタッフ

の協力を得ながら、患者治療にあたる。他科よりのコンサルテーションについても指導

医の監督のもとに診療に当たる。院内の褥瘡回診に参加して褥瘡患者の診療にあたる。 

◼ 教育に関連する行事 

院内や院外の皮膚科に関連した教育行事に参加するほか、必要に応じて症例検討会や

病理検討会を行う。 

 

3.3.4.6.眼科 

 

■ 研修実施施設 研修担当医師 

■ 研修の目的と特徴 

① 眼科プライマリ・ケアの習得に必要な幅広い疾患を指導医と一緒に診察する 

② マンツーマンで手術（外来手術、白内障手術等）の指導 

③ 他科からの依頼による全身疾患に合併した眼疾患が経験できる 

④ 硝子体疾患、緑内障疾患、斜視の手術が十分経験できない 

■ 到達目標 厚生労働省の示す臨床研修の到達目標（3.2.1参照）に準ずる 

① 眼科医としての基礎知識の習得 

② チーム医療や患者およびその家族との人間関係の構築 

③ 細隙燈顕微鏡検査やレーザーなど診療技術の習得 

④ 検査機器の使い方やその評価技術の習得 

⑤ 一人の患者様の問診から診察、検査、治療プランの構築まで、独立して治療を行える眼

科医になる 

■ 研修内容 

日本眼科学会が定める以下の項目に基づき研修を行う 

① 眼科診療技術および検査のカリキュラムとしては、次のものを含む。 

視力、視野、眼底、眼位、眼球運動、両眼視機能、瞳孔、色覚、光覚、屈折、調節、隅
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角、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、涙液検査、蛍光眼底造影、電気生理学的検査、画像診断

（超音波、X線、CT scan、MRI等）、細菌、塗抹標本検査等。  

② 眼科治療技術に関するカリキュラムとしては、次のものを含む。 

基礎的求療手技（点眼、結膜下注射、テノン嚢下注射、鼻涙管ブジー、涙嚢洗浄等）、

眼鏡処方、伝染性疾患の治療および予防、眼外傷の救急処置、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。安全に遂行できる技術の習得研修目標 

■ １週間の予定：例 

・外来診療：月曜日～金曜日（水曜日を除く） 

   ・眼科検査（視野検査、蛍光造影検査など）→随時 

   ・外来手術    ①レーザー：網膜光凝固術（網膜裂孔、糖尿病網膜症など）・後 

発白内障切開術・虹彩切開術→随時  

            ②外眼手術：麦粒腫・霰粒腫→随時 

   ・手術室での手術 ①内眼手術：主に白内障              

            ②外眼手術：翼状片・眼瞼下垂・眼窩脂肪脱など 

             →毎週水曜日 1日と適時月曜日午後 

■ 評価項目 

① 医師として責任感のある行動 

② 診察や治療の優先順位を判断する診療能力 

③ 診療に必要な眼科疾患に対して最新の知識を習得しているまた習得していこうとする

意欲 

④ 手術の慎重さ・熱心さ・根気・ていねいさ 

⑤ 患者様およびその家族への接遇 

 

3.3.4.7.放射線科 

 

■ 研修実施責任者 小松 秀平 

■ 研修の目的と特徴 

臨床医として必要な放射線科的知識の習得を目指す。他の診療科の研修も含め、このプロ

グラムの修了により臨床研修到達目標を達成することができる。また、救急医療における

画像診断の適応や役割、読影法を習得することができる。 

■ 到達目標 

厚生労働省の示す臨床研修の到達目標（別添）に準ずる。臨床医として必要な放射線科の

基本的な知識および技能を習得する。 

■ 研修内容 

 放射線物理学、放射線生物学の臨床的意義を理解し、各種画像診断検査法(CT,MRI,核医

学)の原理、適応、基本的読影法、造影剤の使用法、核医学と放射線治療の基本的知識を
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身につける。日常診療上、頻度の高い疾患に対する集中的な読影トレーニング、読影レポ

ートの作成を行う。 

■ 教育に関連する行事 

毎朝：前日症例の検討会、各種院内カンファランス 

毎月：東京レントゲンカンファレンスなど随時 

■ 評価 

毎日作成する読影レポートの内容チェック、基礎的知識の確認 

研修開始時に配布した研修簿に研修医は自己研修状況を記録する。研修医の目標到達度は

この記録および指導医の申告により判断される。 

 

3.3.4.8.病理診断科 

 

■ 研修実施責任者  齊藤 啓 

初期臨床研修 3年間のうち、選択科目として病理診断科を希望する者を対象として 

1か月間の研修を行う。 

■ 到達目標 

日常業務における病理診断の過程を通して臨床医として必要とされる検体の取り扱い方、

提出の仕方などを学び、病理診断の基本的考え方を身につける。 

A）日常業務 

1）提出された検体を正しく取り扱うことができる 

2）病理組織、細胞診検体について固定から標本作成・診断までの過程を理解する 

3）術中迅速診断の目的を理解し標本作成の過程を理解する 

4）基本的な染色法の内容を理解し、結果を評価できる 

5）他科医師およびコメディカルと円滑なコミュニケーションを持つことができる 

〈学習方略〉 

1）病理診断業務全体の流れを把握し、標本作成過程などの理解に努め。 

2）検体の固定を臨床医の仕方を見学・経験し、検体の取り扱い方を学ぶ 

3）指導の下、手術検体の切り出しを行い肉眼所見の取り方を理解する 

4）術中迅速診断に立ち会い、標本作製、診断までの過程を理解する 

5）病理組織報告書の作成を行い、指導医の検閲を受け知識の習得や整理に役立てる 

6）切り出しを通して、感染性廃棄物の取り扱いについて学ぶ 

B）病理解剖 

1）ご遺体に対して礼を持って接する 

2）病理解剖の法的制約・手続きを説明できる 

3）病理解剖の基本的手順、手法を知る 

4）病理解剖時、肉眼所見による暫定的診断および問題点を理解できる 
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5）臨床的問題点と暫定病理解剖診断を関連づけられる 

 〈学習方略〉 

1）指導の下、病理解剖に参加し肉眼所見の取り方、臓器の取り出し方を経験する 

2）ホルマリン固定後、切り出し、標本作製を行い、病理解剖報告書を作成し、指導医

の検閲を受け知識の習得や整理に役立てる 

3）病理解剖を通して、感染性廃棄物の取り扱いについて学ぶ 

■《研修評価》 

 研修終了時、研修医と指導医、病理検査室スタッフの両方で評価を行う。 

■《 臨床病理検討会（CPC）レポートと 病理解剖症例について 》 

初期臨床研修 2 年間のうちに病理解剖症例に基づく CPC レポートの作成と症例呈示が必

須となっており、臨床各科をローテーション中に、CPC研修を履修しなければいけない事と

なっています。しかし、CPC研修を履修するための特別な時間枠設定はされていません。従

って、病理診断科を研修してもしなくても、研修期間中に経験できる病理解剖症例があれば

臨床指導医、病理医の許可を得て病理解剖に参加することが望まれます。 

病理解剖に参加し、補助的に病理解剖の手技を学び、経験した病理解剖の中から適切と思

われる症例に関して病理解剖報告書を作成し CPC レポートとする。これらの経験を通して

病理所見と臨床所見との関連を総合的に理解する能力を学び身につけることが望まれます。 

 

厚生労働省の医師臨床研修指導ガイドライン ishirinsyokensyu_guideline_2020.pdf 

(mhlw.go.jp) 

 

3.3.4.9.耳鼻咽喉科 

◼ 研修実施施設 研修担当医師 

◼ 到達目標 

厚生労働省の示す臨床研修の到達目標（別添）に準ずる。臨床医として必要な耳鼻咽喉科の

基本的な知識および技能を習得する。 

◼ 研修の目的と特徴 

最新の設備が整っているが、地域医療を想定し限られた設備での診療知識・手技の習得も目

指している。重症度の的確な判断能力を重視している。 

 

 

◼ 研修内容 

研修医の役割： 初診患者の病歴をとり、耳・鼻・のど・頚部の視診触診にて、耳鼻咽喉科

領域の総合所見を取る。手技の習得の程度に応じ、眼振検査・内視鏡操作・耳用顕微鏡を用

いた耳処置なども指導医同席の元に行う。治療方針を決定し指導医とともに治療を行う。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/ishirinsyokensyu_guideline_2020.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/ishirinsyokensyu_guideline_2020.pdf
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研修医の 1 週間：例 

 月 （火） （水） （木） （金） （土） 

午前 外来 外来 

補聴器外来 

外来 

 

外来 外来 小児耳鼻咽喉

科外来 

午後 外来・検査 手術 外来・検査 外来・検査 手術  

病棟患者は随時診察する。 

毎日診察終了後に重要症例につきディスカッションを行う。 

1） 基本的診断法の理解と実践 

       1 問診、病歴の取り方と記載法 

       2 病状の把握 

       3 視診、触診、聴打診による所見の取り方 

       4 鑑別に要する検査の実施 

           耳；耳鏡検査、拡大耳鏡検査、ティンパノグラム 

        鼓膜穿孔閉鎖検査、耳管通気検査、聴力検査、平衡機能検査、内視鏡検査 

           鼻；静脈性嗅覚検査、鼻アレルギー検査、内視鏡検査  

           咽頭；下咽頭・食道造影検査、  

           喉頭；内視鏡検査、嚥下機能検査 

耳鼻咽喉科領域における X 線検査（単純撮影、造影撮影、CT、MRI）の読影  

2）基本的治療法の理解と実践 

           安静の意義、薬物療法、処置（鼓膜切開、耳垢栓塞除去、 

            耳管通気、耳・鼻・咽頭異物除去・摘出、鼻出血止血、 

            扁桃周囲膿瘍穿刺・切開、鼻骨骨折整復固定など）、耳鼻咽喉科手術の助手、 

入院患者の管理、術前術後の状態把握を研修する。 

3）抄読会(金曜日：8:15～) 

4）術前カンファランス(火曜日：18:00～) 

◼ 教育に関する行事 

院内の教育行事に参加する。 

 

3.3.4.10.協力型臨床研修病院 

 

施設名：横須賀市立うわまち病院 

研修実施責任者（指導医）：沼田 裕一 

 

施設名： 横須賀市立市民病院 

研修実施責任者（指導医）：北村 俊治 
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施設名： 三重県立志摩病院 

研修実施責任者（指導医）：古橋 健彦  

 

施設名： 伊東市民病院 

研修実施責任者（指導医）：藤井 幹久 

 

 

施設名： 石岡第一病院 

研修実施責任者（指導医）：舘 泰雄 

 

施設名： 日光市民病院 

研修実施責任者（指導医）：杉田 義博 

 

施設名： 西吾妻福祉病院 

研修実施責任者（指導医）：三ツ木 禎尚 

 

施設名： 湯沢町保健医療センター 

研修実施責任者（指導医）：井上 陽介 

 

施設名： 上野原市立病院 

研修実施責任者（指導医）：片山 繁 

 

施設名： 市立大村市民病院 

研修実施責任者（指導医）：谷岡 芳人 

 

 

施設名： 東京北医療センター 

研修実施責任者（指導医）：宮﨑 勝 

 

施設名： 市立恵那病院 

研修実施責任者（指導医）：山田 誠史 

 

施設名： 市立奈良病院 

研修実施責任者（指導医）：山口 恭一 
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施設名： 村立東海病院 

研修実施責任者（指導医）：薄井 尊信 

 

施設名： 飯塚市立病院 

研修実施責任者（指導医）：武冨 章 

 

施設名： 台東区立台東病院 

研修実施責任者（指導医）：藤原 直樹 

 

施設名： 練馬光が丘病院 

研修実施責任者（指導医）：新井 雅裕 

 

施設名：独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 

研修実施責任者（指導医）：早川 達郎 

 

施設名：同和会千葉病院 

研修実施責任者（指導医）：小松 尚也 

 

施設名：医療法人式場病院 

研修実施責任者（指導医）：式場 隆史 

 

3.3.5. CPC 

◼ 当院剖検症例については、院内で CPCを開催している（2020年度は実績 5回）。 

当院で経験する剖検症例に対して CPCレポートを作成する。 

 

3.4. 研修を支援する体制 

 

3.4.1. ローテート中間フィードバック 

ローテート期間の中間で、研修医と研修責任者が面談を行う。（指導医は同席することが

できる。）研修目標到達度の確認と再設定、研修環境の確認などを行う。 

 

3.4.2.ローテート終了フィードバック 

ローテート終了時に、研修医と研修責任者が面談を行う。（指導医も可能であれば同席す

る。）研修目標到達度の確認（ログブック、厚生労働省レポートなど）、残された課題の確認

などを行う。 
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3.4.3.研修管理委員会 

 定期的に開催する研修管理委員会で、各ローテート科での研修医の研修状況について報

告がある。研修上の問題が生じた場合は、委員会で対策を協議する。 

 

3.5. 評価 

 

3.5.1.ローテート終了時評価 

・研修医は、研修ブロックごとに EPOC２(エポック２) オンライン卒後臨床研修評価シ

ステムの評価表に自己評価を入力し、指導医に評価を依頼する。研修医は、各研修ブロック

終了後すみやかに EPOC２入力を行い、指導医の評価を受ける。 

 

 ・コアレクチャー評価 

年間計画にもとづいて通年で 50程度の初期研修医の学習すべき症候・疾病について講義

をおこなっている。担当は、内科、外科、救急科の専攻医もしくは初期研修医となっている。

コアレクチャーの実施後に出席者から形成的評価を受ける。 

コアレクチャーの評価項目は以下のようになっている。 

 

 

初期研修コアレクチャー評価表 東京ベイ・浦安市川医療センター 

 

■出席したカンファレンス・講演の評価をお願いします 

あなたは? □初期研修医 □専攻医 PGY-( ) □指導医 □その他（       ） 

氏名（        ） 

カンファレンス名： （               ） 

講演者氏名： （          ） 

講演のテーマ   （   ） 

日 時：  （    ）年（   ）月（   ）日（  ）曜 

 

・コアレクチャーを受講者の初期研修医から評価してもらい、質向上に役立てます。 

・必ずコアレクチャー受講直後、その場でフォームを記入・送信するようにしてください。 

・取りまとめはコアレクチャー担当の PGY-1 が行うようにしてください。 

 

・講師のアイコンタクトは充分でしたか？ * 

        目を合わせようとしなかった 

        聴衆の一部のみを見ていた 
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        幾人かやグループに気を配り時折全体を見ていた 

        全ての聴衆に目を合わせ部屋全体を見渡していた  

・講師の話し方はどうでしたか？ * 

        スライドを読み上げるだけだった 

        もっぱら読み原稿を読んでいた 

        基本的な確認を原稿でしていた 

        原稿を用いないかときおり確認するのみであった  

・ 講師の表情はどうでしたか？ * 

        表情に乏しくつまらなさそう 

        ときおり無表情でつまらない顔 

        たまに無表情でつまらない顔 

        豊かな感情で伝えたいことを語った  

・講師は落ち着いていて冷静でしたか？ * 

        自信なさげで発表内容を充分把握していないよう 

        不安感が発表に悪影響をおよぼしていた 

        少し不安な顔を見せるのみであった 

        雄弁に語り聴衆とのやり取りを楽しんでいた  

・ジェスチャーは効果的でしたか？ * 

        ジェスチャーはなく、注意をそらす行動が多い 

        やや注意をそらす行動が目立つ 

        注意をそらす行動はあまりなかった 

        ジェスチャーを織り交ぜ、注意をそぐ行動はなかった  

・講師の姿勢はどうでしたか？ * 

        レクチャーに悪影響を与えるほど姿勢が傾いたり寄りかかったりしていた 

        常に傾いていたり姿勢が悪い 

        プレゼンテーション中ときおり姿勢が崩れる 

        しっかり姿勢よく立っていた  

・講師の情熱や声の抑揚はどうでしたか？ * 

        発表内容に興味がなくつまらなさそう 

        単調な発表 

        抑揚が少しあり発表を楽しんでいるようだった 

        発表を心から楽しみ、抑揚をつけて重要な点を強調していた  

・発表中に止まってしまうことはありましたか？ * 

        うーん、あー、えっと、などが常に出てくる 

        20 回以上 

        10−20 回 
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        10 回以下  

・講師の話す速度はどうでしたか？ * 

        早すぎるか遅すぎて理解を妨げるか、眠い 

        理解が困難なくらい早すぎるか遅すぎる 

        早いまたは遅いが、全体の理解に影響はない 

        理解と注意を引きつける適切な早さだった  

・講師の声量はどうでしたか？ * 

        要点がわからないくらい小さい 

        理解が困難な小ささ 

        ときどき聞き取れないことがある 

        容易に聞き取れる  

・スライドは効果的でしたか？ * 

        内容が多すぎたり表やグラフが乏しく理解が困難である 

        多くのスライドで上記のようで理解が難しい 

        内容が多すぎたり少なすぎたり、色彩に乏しい。表やグラフが足りない 

        読みやすく、表やグラフが適切に使われている  

・スペルミス、文法ミスはありましたか？ * 

        10 以上のスペルミス、文法ミス 

        6−10 

        5 以下 

        なし  

・参考文献は適切でしたか？ * 

        参考文献や図書なし 

        不適切な提示がなされている 

        参考文献が明記されている 

        全ての参考文献が明記され、自己学習が促された  

・学習目標にあったコアレクチャーでしたか？ * 

        目的に合っていないコアレクチャーだった 

        幾つかは合っていた 

        だいたい合ってる 

        全ての内容で合致していた  

・導入部分は適切で、関心をひかれましたか？ * 

        導入が不適切で、どのような目標かわからなかった 

        限られた導入で、関心が惹かれなかった 

        導入部分でどのような学習目標があるか述べた 

        レクチャーが何をカバーしどのように役立つか効果的に伝えられた  
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・文献的考察は適切でしたか？ * 

        文献的考察がまったくない 

        文献と内容が一部しか合致していない 

        論文の重要な点に触れずプレゼンを行っている 

        良好な文献を選択してレクチャーに用いている  

・構成がしっかりしていて、要点は整理されていましたか？ * 

        伝えたいことが多すぎて、統合されていない 

        うまく統合されておらず、理解が難しい 

        深みのあるセッションだが要点はやや不明確 

        全ての要点を説明していて、素晴らしいパフォーマンスであった  

・結論は明確でしたか？ * 

        結論は明確でなく実践に生きない 

        結論は述べられているが根拠に基づかない 

        表面的な結論で限られたデータからしか得られていない 

        データに基づいた明確な結論が用意されている  

・質問への回答はどうでしたか？ * 

        質問を嫌がり逃げる、回答が不明確 

        質問に答えようとするが、表面的な回答にとどまる 

        質問に答えるものの、回答はややあいまい 

        回答は適切であり、質問を促している  

・フリーコメント 

   講師の先生方は忙しい中準備して下さっています。必須の回答項目とはしませんが是非

建設的な意見をお願いします。 

 

3.5.2. 中間評価・修了評価 

 半年に一度、研修医は定められた項目を記載しを提出し、評価する。その後、評価者は研

修医と面接を行い、形成的評価およびフィードバック（中間評価）や総括的評価（修了評価）

を行う。 

これとは別に適宜研修医ミーティングを行う。以下の点について他の同僚やプログラム責

任者、研修管理委員会に報告する。 

・現在ローテーションをしている科の研修状況や問題点 

・自己の学びや反省点 

・今後の目標 

 

3.5.3. 修了認定 

研修管理委員会は、厚生労働省の修了基準に従い、以下の項目について総合的に評価する。 
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◼ 研修実施期間 

➢ 研修実施期間が規定の期間を満たしているか、研修管理委員会が評価を行う。 

◼ 臨床研修の到達目標の達成度 

➢ これまでの研修評価履歴、自己評価などの資料を参考として、総合的に評価する。 

◼ 臨床医としての適性 

➢ これまでの研修評価履歴、スタッフの意見などを参考として、以下の項目を総合的

に評価する。 

1) 安心、安全な医療の提供ができているか。 

2) 法令・規則が遵守できているか。 

各項目の修了基準を満たしていることを研修管理委員会にて評価し、この評価をもとに、

研修の修了認定の可否について判定を行う。修了認定されれば、病院管理者が臨床研修修了

証を交付する。 

 

3.5.4. 修了後の進路 

■ 東京ベイ・浦安市川医療センター 専門研修プログラム 

 ホスピタリスト（病院勤務医）を目指す医師は、所定の面接を通じ、東京ベイ・浦安市川

医療センター 専門研修プログラム（内科 3年、救急科 3年、外科 3年、麻酔科 4年）に進

むことができる。ACGME認定プログラムに準じた世界標準の研修プログラムである。 

■地域医療振興協会の各研修病院が提供する専門研修プログラム（内科、外科、救急科、麻

酔科、小児科、整形外科、形成外科、総合診療科など） 

 

 

【施設認定一覧】 

日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設認定 

日本リウマチ学会教育施設 

日本外科学会修練施設 

日本感染症学会研修施設 

日本緩和医療学会研修施設 

日本癌学会認定研修施設 

日本救急医学会救急科専門医指定施設、救急医学会指導医指定施設 

日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 

日本周産期・新生児医学会補完施設 

日本集中治療医学会研修施設 

日本循環器学会循環器専門医研修施設 

日本小児科学会専門医研修施設/小児科専門医研修支援施設認定 

日本消化器内視鏡学会指導施設 
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日本消化器病学会認定施設 

日本消化管学会胃腸科指導施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本整形外科学会研修施設 

日本超音波医学会研修施設 

日本透析医学会教育関連施設 

日本内科学会教育病院 

日本脳神経外科学会関連施設 

日本麻酔科学会認定病院 

日本臨床細胞学会施設認定 

日本臨床検査医学会認定研修施設認定 

日本心血管インターベンション治療学会研修施設 

日本病理学会研修認定施設 

日本小児外科学会教育関連施設 

日本心臓血管外科学会基幹施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本脳卒中学会研修教育病院 

日本心臓血管麻酔学会認定施設 

日本手外科学会基幹研修施設 

日本不整脈心電学会不整脈専門研修施設 

日本外傷学会専門医研修施設認定 

 

4. プログラムの管理運営 
年 3 回以上研修管理委員会を開催し、臨床研修が円滑に行われるよう研修実施上の問題

点について論議する。また前年度及びその年度の研修の評価を行い、それに基づいてその年

度の研修プログラムを協議、計画し、必要に応じ修正を行う。 

委員会では研修医のオリエンテーション、配置、評価、修了の認定など臨床研修に関する

事項につき協議し決定する。 

決定事項は各科の指導医、上級医にも伝達される。 

 

5. プログラム責任者 
プログラム責任者 坂井 正弘 

（東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科） 

 

6． 研修医の処遇に関する事項 

（1）処遇の適用  東京ベイ・浦安市川医療センターの就業規定を適用し、 
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                それに応じた処遇とする（アルバイト禁止）。 

（2）常勤・非常勤の別  常勤 

（3）研修手当(年俸)            1年次 3,500,000円  2年次 4,500,000円 

 時間外手当有(60時間分の時間が手当を含む) 

（4）勤務時間   原則として 8:30～17:00 

 時間外勤務 有 

（5）休暇   有給休暇（１年次１０日、２年次１１日） 

 リフレッシュ休暇（３日） 年末年始 慶弔休暇 

（6）当直   原則として平日週１回 休日月１回 

    当直手当：1 年次（5,000円/回）、2年次（5,000円/回） 

（7）研修医の宿舎  宿舎 有（単身用・世帯用 ） 

 住宅手当有 

（8）社会保険・労働保険 公的医療保険（地域医療振興協会健康保険） 

 公的年金保険（厚生年金保険） 

 労働者災害補償保険法の適用 有 

  

 雇用保険 有 

（9）健康管理         健康診断 年 2回 

（10）医師賠償責任保険の扱い  病院において加入 

（11）外部の研修活動  学会、研究会等への参加が可能。参加費交通費支給あり。 

（150,000円/年） 

 

6.研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 

◼ 定員(予定)    8名 (予定) 

◼ マッチング参加の有無  参加 

◼ 選考方法    書類・面接 

◼ 資料請求・問合せ先  〒279-0001 千葉県浦安市当代島 3-4-32 

    東京ベイ・浦安市川医療センター 医師・研修管理室 

担当：丸山知恵美 

    直通電話：047-351-3101  FAX：047-352-6237 

    メール： tokyobay-ikyokuhisho@jadecom.info 

                https://tokyobay-mc.jp/ 

mailto:tokyobay-ikyokuhisho@jadecom.info

