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   山陰労災病院の理念と基本方針 
 

 理念 

私たちは、地域の皆さまと働く人々から信頼され選ばれる病院

を目指します 

 基本方針 

1. 患者さま中心の病院として、患者さまの権利の尊重、親切で

丁寧な心温かい医療の提供に努めます 

2. 安全かつ高度な技術向上に努め、最適な医療を提供します 

3. 地域医療機関と連携しながら、急性期医療、救急医療及び勤

労者医療を担います 

4. 地域から信頼される病院としての志を持ち、病院に携わる者

それぞれがお互いの信頼、連携、創意工夫に努めます 

 
 
 
 



医師臨床研修プログラムの作成にあたって 
 

臨床研修委員会委員長 

（山陰労災病院院長） 

                                大 野 耕 策

  

本院の平成２２年４月からの医師臨床研修プログラムの基本理念（方針）は、 

 

１、医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、全人的な幅広い基本的診療 

 能力（知識、技能、態度）を身につけた臨床医を育成する。  

２、患者の視点に立ち、患者の気持ちを思いやることのできる医師を養成する。  

３、鳥取県並びに山陰地方の地域医療の特殊性を充分に考慮し、地域が一丸となった研修

医教育に取り組む。 

４、研修医個人に着目したプログラムとする。  

５、マンツーマン方式を基本とした指導医体制の確立（指導医教育制度を含む）並びに適 

 切な研修評価を実施する。  

 

 プログラムの具体的な内容について 

 

１、研修医は全員、卒後臨床研修室に所属する。  

２、本院を「基幹型臨床研修病院」そして教育関連病院を「協力型臨床研修病院」並びに  

「研修協力施設」とする臨床研修病院群を形成する。  

３、ローテート研修を基本原則とし、  

１）必修科目：内科 6 ヶ月（１年次）、救急医療（救急基礎研修１ヶ月を含む）２年間を

通じて救急外来で計 3ヶ月、地域医療：１ヶ月（原則２年次） 

 ２）選択必修科目：外科、麻酔科、小児科、産科婦人科、精神科のうち２科目を選択し、 

 最低１ヶ月ローテートする。なお、これらの診療科を更に重視する研修医は選択科目と 

 して追加研修が可能である。 

 ３）地域医療は、市中の病院では経験しにくい山間部地域の特殊性に則した医療を経験・ 

 実践するため、在宅医療を含むへき地・離島医療研修を行う。 

４）残りの期間を選択科目として、本院（ならびに協力型臨床研修病院）の全診療科を 

対象として研修医の自由な選択による研修を行う。 

 ５）労災病院の特殊性を生かし、産業医活動（産業保健推進センターや企業検診活動） 

 の経験も選択が可能である。 

４、研修を開始する最初の１週間を利用してコメディカル部門を含む「プレローテーショ 

 ンカリキュラム」を行い本院のシステムを理解する。 

５、これらの研修実施に対して、到達目標（行動目標と経験目標）を掲げ、その到達度を 

 各診療科（必修科目、選択必修科目、選択科目）プログラム終了時に評価を行う。  

１）研修医自身による自己評価 

２）指導医による評価 

３）第三者（看護師長等）評価  

   また 1年目終了時点と概ね１年６ヶ月時点で、卒後臨床研修室または臨床研修管理委員

会が評価し、不足している経験項目があれば２年目の最終選択ローテート期間で補うよ

う指導する。最終的に臨床研修管理委員会の評価をもとに、協力型臨床研修病院の研修

担当責任者、看護部、当地医師会長などの第三者からなる臨床研修合同管理委員会の評

価に基づいて、病院長が修了証書を授与する  



 

 

 

 

 

 

６、本プログラムでは研修医の健康管理、特に精神的なケアが十分になされるように、配 

 慮するものとする。また、ＩＴ設備や教育用シミュレーター等を利用して研修医が充分 

 な環境で研修できるよう配慮する。また、本院においては、医療安全管理部門が設置さ 

 れ、合わせて患者相談窓口の充実も図られており、「医療安全」に関する研修も充分に対 

 応できる。  

本院は、鳥取県西部（米子市）に位置し、周囲には東に国立公園大山、北に隠岐島が 

浮かぶ日本海、西に穴道湖につながる中海を有し、きわめて風光明媚な環境にある。心 

にゆとりを持ってこの地にしっかりと根ざし、患者中心の医療を展開できると確信して 

いる。多くの研修医の本院のプログラムへの参加を期待している。  
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Ⅰ．山陰労災病院合同臨床研修プログラムの概要 

 

１、 山陰労災病院の紹介（概況） 

（１） 沿  革 

山陰地方の産業の発展に伴う労働災害に対する医療の充実を図るため、昭和２９年 

に至って鳥取大学医学部を中心に労災病院誘致の機運が高まり、昭和３４年に鳥取県 

と米子市が共同で労働省（現厚生労働省）及び労働福祉事業団に対して労災病院の設 

置を要望した。 

１）創立 

   労働福祉事業団では、昭和３５年に現地調査を行ない、米子市 皆生温泉に第２９番 

目の労災病院を設置することに決定した。 

昭和３７年に建設工事が開始され、翌３８年４月に完成し、６月から内科、外科、 

整形外科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、理学診療科の７診療科、病床数２００ 

床をもって診療を開始した。 

２）第一次増改築 

    医療需要の養成に応えるため、昭和４４年から４５年にかけて増改築工事を行ない、 

検査部、リハビリテーション科、人工透析等の施設を拡充し、３００床に増床した。 

また、放射線科、神経科、麻酔科、脳神経外科を漸次加えた。  

３）第二次増改築 

    昭和５４年から５９年にかけて、既存部分の全面改修及び新本館（管理部門、外来 

部門、病棟部門、手術部門、薬剤部門、放射線部門、検査部門、人工透析部門等）を 

新築した。診療科では神経内科、歯科を新設し、病床数を４１０床とした。 

    平成２年に心臓血管外科を設置し、循環器疾患に対する診療体制を強化した。    

このころから、国道４３１号線、米子自動車道の整備により、病院周辺の宅地化が進 

み、地域の中核病院としての役割が一段と高まった。 

４）第三次増改築 

    平成７年から８年にかけて、外来棟及び東側病棟などの一部拡張工事を行なった。 

また、勤労者医療の充実と患者さまの病院に対するニーズの多様化に対応するために 

病診連携等の地域医療の充実を図った。    

  ５）第四次増改築 

   平成１３年２月から１０月にかけて救急棟を増築し、地域における救急体制の充実 

に努めている。 

  ６）独立行政法人化 

    平成１６年４月、労働福祉事業団の独立行政法人化により労働者健康福祉機構山陰労 

  災病院と改称する。 

  ７）第五次改修 

   平成２０年より３階病棟を救急棟とし、ICU８床と救急病床２０床に再編成を行った。 

  これに伴い病床数は３８３床となり今日に至っている。平成２０年７月からは地域医 

  療支援病院の指定を受け、積極的に地域医療の一翼を担っている。 

（２）特  色 

   山陰地方の勤労者医療を行なう病院として、質の高い高度な医療提供に努めている。  

開院当初は、脊髄損傷者等の被災労働者の治療と早期社会復帰促進を図るため、温泉 

  療法も導入して総合的なリハビリテーション医療に重点を置いた医療を展開していた     

  が、現在は、職業性疾病や生活習慣病等の成人病に対する予防医療に対して積極的な   

  医療サポートを行なうことに努めている。 

１）政策医療としての勤労者医療の実践 

ア）有害業務に従事する労働者の健康管理については、振動障害、塵肺、職業性難聴 
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等の疾病の早期発見、環境改善など勤労者に対する健康対策に寄与している。 

    産業保健活動としては、王子製紙、シャープ米子、ＮＨＫ米子等の産業医として 

  活躍している。また、地域産業保健センターに対する講師派遣等のサポートにも 

  力を入れている。その他、健康診断、人間ドックなどの成人病健診にも積極的に 

  取り組んでいる。 

ウ）高所転落、交通事故などの災害医療には、特に山陰地区の脊髄損傷者の総合的な 

医療を実施し、早期の社会復帰に向けた取り組みを行なっている。また、腰痛学 

校を実施するとともに、勤労者脊椎・腰痛センターを設置して専門的な治療に取 

り組んでいる。 

エ) 振動障害については、昭和４７年から特殊健康診断を実施し、昭和６３年にその 

  実績データを分析・研究するための振動障害診断治療研究部を設置、平成９年に 

  は振動障害センターとして組織を整えた。 

２）地域医療に対する貢献 

ア）中枢神経、循環器、消化器、腎代謝、骨関節の５本柱を診療の中心に二次、三次 

医療までも受け持っている。 

      昭和６３年４月から鳥取県西部医師会とセミオープンシステムを実施し、平成８ 

  年に本格的なオープンシステムとして運用している。 

ウ）昭和５５年から鳥取県西部地区病院群休日輪番制に参加し、昭和５５年には救急 

  告示病院として二次救急を受け持っている。さらに平成１３年には病院群平日輪 

  番制が実施され、積極的に参加している。 

エ）在宅医療については、平成８年から訪問看護室を設置し、訪問看護車を購入して 

訪問看護、訪問リハを実施している。 

  オ）平成２０年７月から地域医療支援病院の指定を受け、地域連携室を充実し、病病 

    連携、病診連携を強化している。 

（３）規  模 

１）病床数 ３８３床（一般３８３床）  

２）診療科   

内 科（消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、感染症内科、糖尿病・代謝内科） 

循環器科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、精神科、 

皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、 

麻酔科、歯科口腔外科 

３）診療施設等 

検査科、手術部、救急医療部、 

４）共同利用治療室等 

※透析室 

※内視鏡室 

※超音波室 

※印は院内措置 

  ５）患者数（平成２０年度） 

     年間延べ入院患者数 117,027 人（一日平均 ３２０.６人） 

年間延べ外来患者数 222,964 人（一日平均 ９１７.５人） 

平均在院日数 １７.７ 日  

新入院患者数 ６６０２人 

６）手術件数   ２４０９件（平成２０年度） 

  ７）駐車台数   ３９３台 

  ８）救急車搬送数（平成２０年度） ２３５１ 
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２ 協力型臨床研修病院の概況 

（１）米子医療センター（独立行政法人国立病院機構） 

    １） 特色 

米子医療センターは、国が担うべき政策医療のうち、がん、腎医療の専門医療施

設として、専門的な医療を実施するとともに、救急医療・地域医療への貢献、各種

情報発信、研修・研究にも積極的に取り組んでいます。 

政策医療のがん医療については、肺がん、消化器がん等各種のがんについて、予 

防、検診、手術療法、化学療法、リニアックによる放射線治療、緩和ケア等がん医 

療の機能強化と集学的な医療の提供に努めております。 

腎医療については、あらゆる腎疾患を対象として、予防、検診、治療の三位一体 

の診療体制を取っており、鳥取県唯一の献腎移植施設として生体・献腎移植を実施 

しています。 

その他、骨運動器疾患、内分泌・代謝疾患、呼吸器疾患、免疫疾患等の政策医療

の提供、開放病床等による地域医療機関等との連携に努めています。 

２）診療科目 

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、呼吸器外科、 

整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ 

ビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科 

３）病床数：２５０床（一般２５０床） 

４）患者数（平成２０年度） 

    １日平均入院患者数 206.9 人 

１日平均外来患者数 373.9 人 

平均在院日数 19.5 日 

 

（２）医療法人同愛会 博愛病院 

１）博愛病院は、大正１０年の創立で、設立当初より市民病院的な要素が強く、今日 

 まで長らく市民から信頼されています。 

当院は病院の診療機能を逐次、整備していくなかで、建物の老朽化、狭隘化が目立

つようになったことから、近代化施設整備のための増改築工事を行ない、平成１４

年１２月に新病院が完成しました。 

新病院では、患者様中心の医療を最重要課題とし、乳幼児から高齢者までの幅広 

い年齢層に対応した医療と健康管理体制を整えました。新病院では、専門センター 

の設置、血管造影室の新設、最新式ＭＲＩ（１．５Ｔ）の導入、人工透析部門の拡 

充、総合リハビリテーション施設 基準の取得など、日進月歩の医療環境に対応しな 

がら、地域の皆様方の医療、福祉、保健ニーズにお答えすべく、全職員一丸となっ 

て絶えざる努力を続けている。 

２）診療科目  

内科（神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科）、小児科、外科、整形 

外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科（血液透析）、麻酔科（ペインクリニック）、 

眼科、リハビリテーション科、放射線科 

３）専門センター ドック・健診センター、骨粗鬆症センター、訪問看護センター 

４）病床数：２１７床(一般１８７床、回復期リハ３０床)  

５）患者数（平成２０年度） 

１日平均入院患者数 190.4 人 

１日平均外来患者数 387.2 人 

平均在院日数 18.6 日 

６）駐車台数：２６２台（うち車椅子用４台） 



 

（３）鳥取県済生会境港総合病院 

１）特徴  

済生会境港総合病院は、境港市において唯一の総合病院として医療に貢献するの 

みならず、福祉の分野も包括した病院として「まちづくり」の一翼を担っています。  

平成１１年に地域ケアセンターを併設し、病院と一体となって市民の健康づく 

り・疾病予防・治療・入院・入所・リハビリテーション・在宅医療・在宅介護のす 

べてにわたって満足していただけるサービスの提供をめざしています。  

また市内の大多数の救急患者さんも当院を受診されますので、地域医療の中心的医 

療施設として CT,MRI, などの整備、脳外科の開設など急性疾患にも対応できる体制 

を整えてきました。  

近年は医療の質の向上をめざし、診療録管理システム、クリニカルパスによる質 

の管理、オーダリングシステムを導入し、更に電子カルテシステムの導入も準備が 

進んでいます。  

 

２）患者数（平成２０年度）  

１日平均入院患者数 183.1 人 

１日平均外来患者数 447.5 人 

平均在院日数 18.1 日 

３）総医師数 ２８人（常勤職員）  

４）標榜診療科   

   内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、 

     眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、脳神経外科  

５）病床数 １９９床（一般１６５床、感染症４床、療養３０床）  
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Ⅱ 山陰労災病院診療科部長・指導医責任者・医師数・指導医数等リスト  

 

                        平成２１年４月現在 

診療科名等 科（部）長
指導医 

責任者 
医師数 指導医数 

内 科 古城治彦 古城治彦 １３ １２ 

循環器科 遠藤 哲 笠原 尚  ７ ５ 

精神科神経科 高須淳司 高須淳司 １ １ 

神経内科 林 永祥 楠見公義 ３ ３ 

外 科 谷田 理 豊田暢彦 ８ ７ 

心臓血管外科 黒田弘明 黒田弘明 ３ ２ 

整形外科 岸本英彰 縄田耕二 １０ ８ 

脳神経外科 田中泰明 田中泰明 ３ ３ 

皮膚科 三島エリカ 三島エリカ １ １ 

泌尿器科 渡邊信之 門脇浩幸 ２ ２ 

眼 科 川口亜佐子 川口亜佐子 １ １ 

耳鼻咽喉科 杉原三郎 門脇敬一 ３ ２ 

麻酔科 倉敷俊夫 内藤 威 ５ ４ 

放射線科 井隼 孝司 井隼 孝司 １ １ 

救急部門 (遠藤 哲) (野坂仁愛)  

 

 
計 

 
６１ ５２ 

注：指導医とは臨床経験７年以上の者 
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Ⅲ.研修プログラムの運営組織   

 

１、プログラムの名称 「山陰労災病院合同臨床研修プログラム」   

２、運営体制   

（１）医師臨床研修合同管理委員会   

１）委員長 

２）プログラム責任者 

３）各診療科指導責任者   

４）協力型臨床研修病院の研修実施責任者   

５）研修協力施設の研修実施責任者   

６）事務部門の責任者：事務局長   

７）医療関係第三者、有識者 

 （２）定期的に研修合同管理委員会を開催し、研修システム、プログラム、評価、処遇、 

   指導医教育等、研修に関する全ての事項について協議し、具体的な内容を決定し、 

   運営する。  

３、医師臨床研修合同管理委員会の構成  

氏 名 所 属 PHS・TEL 備 考 

大野　耕策 山陰労災病院院長  6697 委員長 

杉原 三郎 山陰労災病院副院長  6618 
プログラム責任者

副委員長 

木村 修  米子医療センター （0859）33-7111 研修実施責任者 

伊藤 隆志  医療法人 同愛会博 愛 病 院 （0859）29-1100 研修実施責任者 

稲賀 潔  鳥取県済生会境港総合病院  （0859）42-3161 研修実施責任者 

辻谷 俊一  鳥取大学医学部附属病院  （0859）34-8447 研修実施責任者 

粟木 悦子 済生会地域ケアセンター  （0859）42-3161 研修実施責任者 

川崎 寛中  鳥取産業保健推進センター  （0857）25-3431 研修実施責任者 

中島 雪夫  島根産業保健推進センター  （0852）59-5801 研修実施責任者 

井上 公明  鳥取県赤十字血液センター  （0857）24-8101 研修実施責任者 

五代 和紀 日野病院  (0859) 72-0351 研修実施責任者 

高見 徹 日南病院  (0859) 82-1235 研修実施責任者 

鎌田 修 米子病院  (0859) 26-1611 研修実施責任者 

魚谷 純 鳥取県西部医師会長  (0859) 22-2246 外部有識者 
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院内の医師臨床研修管理委員会（委員長、副委員長以外） 

野坂 仁愛 医局長、救急部門 6610 指導（責任）者 

古城 治彦  内科(副院長)  6605 指導（責任）者 

遠藤 哲  循環器科、救急部門 6606 指導（責任）者 

徳盛 豊  代謝内分泌  6620 指導（責任）者 

中岡 明久  腎代謝内科  6629 指導（責任）者 

高須 淳司  精神科（心療科） 6609 指導（責任）者 

林 永祥 神経内科  6624 指導（責任）者 

谷田 理  外科（副院長）  6621 指導（責任）者 

岸本 英彰  整形外科  6674 指導（責任）者 

渡部 信之 泌尿器科 6617 指導（責任）者 

田中 泰明 脳神経外科  6615 指導（責任）者 

黒田 博明 心臓血管外科  6651 指導（責任）者 

三島 エリカ  皮膚科  6648 指導（責任）者 

竹林 正孝 外科 6627 指導（責任）者 

倉敷 俊夫  麻酔科、救急部門 6649 指導（責任）者 

井隼 孝司      放射線科    6643   指導（責任）者 

池本 ちひろ  看護部長  6691 看護部責任者 

橋崎 久紀 事務局長  6611 事務局責任者 

小倉 仁司 総務課長  6633   

上羽 敏彦 医事課長  6452   

田口 真平 総務係長    6637   委員会書記 
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Ⅳ．処遇と福利厚生施設   

 １ 身分：嘱託常勤職員として採用される。  

 ２．研修手当    １年次 333,700 円／月  （約 500 万円／年） 

        ２年次 375,400 円／月  （約 600 万円／年） 

 ３．時間外手当  当直手当 有り   

 ４．勤務時間   8:15 分から 17:00 まで  

 ５．休暇   年休、夏期休暇、年末年始  有り   

 ６．当直   宿直の義務はない。２、３回程度／月 、日勤帯に指導医と共に行う  

 ７．住宅   単身用 ４戸・世帯用 ４戸  有り   

 ８．保険  健康保険（政府管掌健康保険）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険が 

      適用される。＊医師賠償責任保険の団体加入  

 ９. 研修医ルームの設置（机、ロッカーを設置し、ＩＴ設備ならびに教育シミュレ 

   ーション等が利用できる。）    

 10. 医学用図書等は、山陰労災病院図書室を利用する。  

 11. Medline 等の文献データベースの利用可能  

 12. 学会発表などの出張に関する旅費・費用支給 有り 
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Ⅴ．研修理念と到達目標   

 

１、研修理念   

 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適切に対応できるよう、プライ 

マリ・ケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける。  

２、到達目標：以下の行動目標と経験目標を設定する。   

１）行動目標  

医療人としての必要な基本姿勢・態度   

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、   

（ア）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。  

（イ）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。  

   （ウ）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。  

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、医療・福祉・保健の幅広い職種からな

る他のメンバーと協調するために、   

（ア）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。   

（イ）上級および同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 

（ウ）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。   

（エ）患者の転入、転出にあたり情報を交換できる。   

（オ）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。   

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 

身につけるために、   

（ア）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を 

判断できる（EBM =Evidence Based Medicine の実践ができる）。   

（イ）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。   

    （ウ）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。   

（エ）自己管理能力を身につけ、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。    

④ 安全管理   

患者ならびに医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身につ 

け、危機管理に参画するために、   

     (ア)  医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。   

     (イ) 医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。  

 (ウ) 院内感染対策（Standard Precautions を含む）を理解し、実施できる。  

  ⑤ 医療面接   

患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医 

療面接を実施するために、   

（ア）医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解し、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。   

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

の聴取と記録ができる。   

（ウ）インフォームドコンセントのもとに、患者・家族への適切な指示、指導ができ 

る。   
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⑥ 症例呈示  

     チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を行う 

ために、  

（ア）症例呈示と討論ができる。 

（イ）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。  

⑦ 診療計画  

      保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、   

(ア) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む）を作成できる。   

(イ) 診療ガイドラインやクリニカルパスを理解し活用できる。   

(ウ) 入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含む）。   

(エ）QOL（Quality of Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーシ 

ョン、社会復帰、在宅医療、介護を含む）へ参画する。   

⑧ 医療の社会性   

医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献するために、   

     （ア）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。   

     （イ）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。   

     （ウ）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。   

２）経験目標（内容は後述）

Ａ．経験すべき診療法・検査の手技   

Ｂ．経験すべき症状・病態・疾患   

Ｃ．特定の医療現場の経験   

    として、研修における指針とする。 
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Ⅵ．本院における研修プログラムの特徴と構成   

 

１、プログラム作成の基本方針   

上記「研修理念」と「到達目標」を実現するために、以下の基本方針を設ける。   

（1）医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、全人的な幅広い基本的診 

療能力（知識、技能、態度）を身につけた臨床医の育成   

（2）患者の視点に立ち、患者の気持ちを思いやることのできる医師の養成   

（3）鳥取県ならびに山陰地方の地域医療の特殊性を充分に考慮し、地域が一丸となった 

研修医教育への取り組み   

（4）研修医個人に着目したプログラム   

（5）徹底したマンツーマン方式の指導医体制の確立と適切な研修評価の実施   

 

２、プログラムの特色  

（1）内科研修については、それぞれに特色ある各内科診療科の複数科での研修を可能と 

している。同時に市中病院の特性を生かし診療科を超えた研修体制を構築している。  

 （2）救急部門は研修開始初期の１ヶ月間に、麻酔科で気道、血管確保の基礎を研修後、 

   救急外来で研修をする。当院では宿直の義務はなく、土日、祝祭日の日勤帯に 

   指導医と共に救急外来を研修する形態である。多種多様な救急患者が訪れるという 

当院の特徴を生かし軽症から ACLS への対応まで、幅広い研修を効率的に行うことが 

できる。   

  (3) 地域医療は、患者が営む日常生活や在宅医療など、住居する地域の特性に則した医 

   療について、実践する目的で在宅医療を含むへき地・離島医療研修を行う。 

  (4) 選択必須科目のうち、小児科、産婦人科、精神科（の一部）は協力型臨床研修病院 

   で研修する。 

   (5) 選択科目は当院で研修するが、協力型臨床研修病院の特殊性や得意部門を研修する 

   ことも可能である。選択科目に関しては、研修医の希望を受け双方の協議によって 

   設定する。 

  (6) １名の研修医には、必ず１名以上の研修指導医が指導にあたり、診療科毎に指導医 

   責任者が統括している。 

  (7) 症例報告などの学会報告を奨励しており、指導医や専門医がその指導に当たる。 

  (8) 初期臨床研修が終了後には、後期臨床研修プログラムが用意されており、そのまま 

   専門性を生かした研修に移行することが可能な体制がとられている。 

 (9) 本プログラムの研修理念、行動目標、経験目標は、平成２１年５月に厚生労働省医 

政局が発表した「臨床研修に関する省令の改正」の趣旨を踏まえたものである。   

 

３、研修プログラムの構成 

１）１年目に必修科目として内科を６ヶ月以上、及び救急部門の基礎研修１ヶ月を行う。 

  １年目の残りの期間は選択必修科目（外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科のう 

  ち２診療科を選択）または研修医の希望に応じた選択科目を設定する。 

 ２）救急部門は救急外来で研修を行う。救急部門の基礎研修１ヶ月を終えた後、２年間 

  を通して必修科目、選択必修科目、選択科目を研修中の土日、祝祭日、年末・年始の 

  日勤帯に指導医（内科系、外科系）と共に救急外来を行う。ただし協力型臨床研修病 

  院においては、その病院の勤務体制に従う。 

  ２、３回／月が本院の実績で２年間で５０日以上の研修期間となり、救急部門基礎研 

  修１ヶ月を加えて、３ヶ月以上の研修期間となる。（休日の救急外来業務を行った週に 

  は、研修業務に支障がでない範囲で休養日を設ける） 

 ３）地域医療の研修は、在宅医療、介護、予防医療などへき地の特性に則した医療を理 
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  解し体験するために、鳥取県西南部に位置する病院での研修を行う。市中病院では経 

  験できない特定医療現場での経験必須項目の一部の実践もできる。地域医療研修は２ 

  年目を原則とするが、受け入れ医療機関の事情などにより１年目の最後に設定できる 

  可能性もある 

 ４）２年目の最後の月１ヶ月間を、２年間の研修のまとめ期間とする。 

  研修プログラムの経験目標が達成されていない項目があればこの期間に補うこととす 

  る。達成済または達成見込みであれば引き続き選択科目の研修期間とする。 

 ５）上記の内科、救急部門（基礎研修）、地域医療、選択必修２科目以外、の期間は研修 

  が将来の専門性を生かすべく、２年間に自由な診療科目を選択できる。選択科目は、 

  同一科目でも研修受け入れ可能な協力型臨床研修病院の診療科で研修可能である。 

 ６）プレローテーションカリキュラムについて （内容は後述） 

  初期研修ローテーションに入る前に、臨床に携わる医師として必要な知識、技能を集 

  中的に習得するためのプログラムで、研修開始時の約１週間をこれにあてる。  

 ７）必須科目ローテーション   

   （ア）内科ローテーション   

① 内科6 ヶ月の研修は消化器内科３ヶ月､循環器科２ヶ月､神経内科を１ヶ月を 

 研修する。    

② 指導医とともに主に入院患者の診療を行う。また、外来患者の問診や基本的 

な検査も指導医とともに担当する。   

   （イ）救急部門   

     ① プレローテーションカリキュラム修了後１ヶ月間、手術室において麻酔科医 

     の指導の基に気道確保、挿管、血管確保等、また救急外来や各科救急係の on call 

     体制のもとに救急の基礎を研修し、基本的手技を身につける。 

②救急の研修は必須科目、選択必須科目、選択科目を研修中に、土日、祝祭日、 

年末年始の日勤帯に、救急外来で外来患者の初期治療を担当の指導医と共同で 

行う。  

     ③研修期間は３か月以上で、その他の事項は前述３-２）の通りである。  

  （ウ）地域医療 

      研修期間は１か月以上で、その他の事項は前述３-３）の通りである。 

      研修内容については後述する。 

８）選択必修科目について   

外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の中から２診療科を研修医が選択し 

最低 1ヶ月の研修を行う。研修時期は救急部門基礎研修、内科研修が終了後か 

ら２年間に選択する。選択必須科目は５科目中２科目が必須であるが、初期臨 

床研修として「経験すべき必須項目」を過不足なく経験するためには、小児科、 

産婦人科、精神科を研修することが必要となる。また外科や整形外科の基礎的 

知識や手技は救急部門や日常診療で必要であり、本プログラムでは必須と考え 

１ヶ月の研修を計画したい。 

なお、これらの科目を更に重視する研修医は、次の選択科目ローテーション期 

間を利用して追加研修が可能である。 

９）選択科目ローテーションについて   

   （ア）２年間の研修期間のうち１年目の必修科目、選択必須科目研修以外の期間に 

  行う。研修期間は 1 ヶ月以上で、以下のごとく自由に選択できる。   

    (イ) 選択科目は本院と協力型臨床研修病院を含め、以下のとおりである。   

       （山陰労災病院）  

           内科、循環器科、神経内科、精神科・心療科、外科、血管心臓外科、整形外科、 

           皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、脳神経外科、放射線科   



        

    （米子医療センター） 

           内科、小児科、外科、呼吸器外科、整形外科、泌尿器科  

       （博愛病院）  

 内科、小児科、整形外科、産婦人科  

       （済生会境港総合病院） 

 内科、外科、整形外科   

       （鳥取大学医学部附属病院）   

           循環器内科、内分泌代謝内科、消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、膠原病内 

     科、神経内科、精神科、小児科、脳神経小児科（遺伝子治療科を含む）、消化器 

          外科、小児外科、心臓血管外科、乳腺内分泌外科、胸部外科、整形外科、皮膚 

     科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、女性診療科、麻酔科、歯科口腔 

     外科、脳神経外科、血管腫瘍科、リハビリテーション部、救命救急センター、 

     高次集中治療部、病理部、医療情報部 

 

   (ウ)研修プログラムの例 （内科６、外科１、整形外科１、救急部門３、産婦人科１、 

    小児科１、精神科１、地域医療１、選択科１０、まとめ期間１ヶ月の例）   

１ 年 目 ２ 年 目 

内
科
（
六
ヶ
月
） 

外
科
（
一
ヶ
月
） 

 

整
形
外
科
（
一
ヶ
月
） 

産
婦
人
科
（
一
ヶ
月
） 

精
神
科
（
一
ヶ
月
） 

小
児
科
（
一
ヶ
月
） 

地
域
医
療
（
一
ヶ
月
） 

 
 
 

選
択
科
目
（
一
〇
ヶ
月
） 

ま
と
め
期
間(

一
ヶ
月)

 

プ
レ
・
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン 

救
急
部
門
・
基
礎
研
修
（
一
ヶ
月
）

                救急部門 

  

 １０）研修医勉強会（通称 SCRUM 会、毎週火曜日）、および研修医会（研修責任者と） 

  （ア）各科指導医が持ち回りで、１５分間のミニレクチャーを行う。内容は救急外来 

    で必要な知識などである。年間４０回程度開催する。 

  （イ）研修医は持ち回りで、研修中の科に関連した論文の抄読を行う。 

  （ウ）指導医は研修医の研修上、心身上の問題点があれば研修責任者へ報告し、研修 

    責任者は臨時開催以外に２ヶ月に１回プログラム責任者とともに研修医と面接・ 

    懇談する体制をとっている。 

１１）病理解剖実施を推進し、臨床病理カンファランス（ＣＰＣ）実施体制を整備し、 

  定期的に実施する。研修医はこのＣＰＣ参加を義務づける。該当患者の主治医とな 

  った研修医は、ＣＰＣレポートを作成し、症例を呈示する。   

１２）評価方法（各科、1年次、２年次修了時）   

  （ア）到達目標に照らし合わせて、研修医（自己評価）、指導医、看護師長（第三者評 

       価）が 4 段階で評価する。   

  （イ）研修各科修了毎に評価を行なう。（EPOC 入力とレポートなど） 

  （ウ）１年目の基本研修科目修了の時点で研修管理委員会が評価し、不足していると 
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    ころを２年目に逐次補うが、２年目の最終月にまとめ期間が設定してあるので利  



    用する。   

  （エ）２年間の研修修了時に病院長が修了証書を与える。   

  （オ）研修を修了していると認められないときは、病院長はその理由を付した文書を 

    発行する。   

１３）研修手帳  

   (ア) 研修医の備忘録として研修手帳を作成し、各研修医が所持する。   

  （イ）研修医自身が選択した科目の研修内容、自己評価を記入する。  

  （ウ）研修管理委員会より手帳の提出を求められたときはすみやかに提出する。   

 

 １４）協力型臨床研修病院及び研修協力施設  

 

   （ア）協力型臨床研修病院   

  

 
病院名 院 長 研修実施責任者 

米子医療センター 濱副 隆一    南崎 剛 

博愛病院      角 賢一   伊藤 隆志 

済生会境港総合病院   稲賀 潔   稲賀 潔 

鳥取大学医学附属病院   豊島 良太   辻谷 俊一 

米子病院 加藤 明孝    鎌田 修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  （イ）研修協力施設   

 

施設名 施設長 研修実施責任者 

済生会地域ケアセンター 稲賀 潔  粟木 悦子 

鳥取産業保健推進センター 川崎 寛中  川崎 寛中 

島根産業保健推進センター 中島 雪夫  中島 雪夫   

鳥取県赤十字血液センター 井上 公明  井上 公明   

日野病院 櫃田 豊   五代 和紀 

日南病院 高見 徹    高見 徹 
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Ⅶ. プレローテーションカリキュラムの詳細 

１ 主旨 

①  臨床研修を受けるために必要な基礎的な事項を修得する。 

②  チーム医療の一員である医師の責務を自覚する。 

２ 一般目標 

① 臨床研修を開始するために必要な基礎的な知識、技能を修得する。 

② 当院の機構を理解し、コメディカル領域の業務内容を理解する。 

③ 医師としての心構え、患者との対応などを学ぶ。 

３ 全体オリエンテーションの内容 

①  病院長挨拶 

②  開講にあたって 

③  合同臨床研修プログラムについて 

④  服務等について 

⑤  インフォームドコンセントについて 

⑥  感染予防について 

⑦  看護部について 

⑧  保険診療について 

⑨  接遇について 

⑩  救急診療対応について 

⑪  診療情報管理について 

⑫  リスクマネジメントについて 

  ⑬  電子カルテについて 

４ ローテーション担当部門 

A 薬剤部 

    指導責任者 薬剤部長 渡邊義久 

 指導担当者 宮城 尚裕、中沢 収、笠井 弘昌 

①  薬剤部の機構と業務の概略が出来る。 

②  処方箋で正しく指示でき、疑義照会に対応できる。 

③  医薬品を正しく使用、保管できる。 

④  患者に対して服薬時に伝えるべき、確認すべき情報を修得する。 

 

B 検査科  

指導責任者 検査科技師長 坂元一寛  

指導担当者 雪正 昭、森島 幸江、赤川 光司、遠藤直美 

①  臨床検査の意義を理解し、EBM-oriented の検査計画を立てることが出来る。 

② 保険診療と検査項目の関連を理解し、医療経済を考慮した適切な検査オーダーが 

  できる。 

③  検査部における業務内容を理解し、医療現場で必要な検査方法を修得する。 

③ 血液製剤の種類、使用目的、各製剤の適応を理解し、適正な輸血オーダーが出来 

  るようになる。 

⑤  輸血副作用について理解する。 

⑥ 患者に対して輸血について説明し、正しいインフォームドコンセントがとれるよ 

  うになる。 

⑦  血液照射講習を行ない、照射が出来るようになる。 

⑧  成分採血、血漿交換について適応、効果、副作用を理解する。 
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C 画像センター 

     指導責任者 放射線科技師長 武藤栄二郎 

     指導担当者 佐古 時治、池口 豊、石川 剛、園本秀樹 

①  放射線科の役割を理解する。 

②  オーダーの方法を理解する。 

③ CR とは何かを理解する。 

④  ポータブル撮影についての意義、実際を理解する。 

⑤  放射線防護についての知識を得る。 

 

D リハビリテーション科 

     指導責任者 リハ科技師長 矢倉 誠人 

     指導担当者 芳村マミ子、豊田 一記、川谷 一利、早川 泰詞 

① リハビリテーション科の業務内容を理解する。 

② リハ科へのオーダーの方法を修得する。 

③ リハビリテーションについての基礎知識を身につけ、その重要性を認識する。 

④ 早期リハビリテーションの重要性を理解する。 

⑤ ベッドサイドリハビリテーションを理解する。 

 

E 看護部 

指導責任者 看護部長 池本 ちひろ 

指導担当者 竹崎和子  

① 臨床看護実践に必要な基礎知識、技能、態度を体験し理解する。 

② 患者の問題を心理的、社会的側面から全人的にとらえ、解決するための 

看護課程を理解する。 

③ チーム医療を円滑に進めていくための連携と協働力を身につける。 

④ 患者家族とのより良い人間関係を確立するため、コミュニケーションスキルを 

  身につける。 

 

F 医事課（保険医療、カルテ、栄養食事指導関係）  

指導責任者  医事課長 上羽敏彦 

栄養管理室長 井上 浩  

指導担当者  山根智子、藤堂高彦、井上秀二 

① 外来患者の受付から各データの入力、料金計算、支払いまでの流について 

  理解する。 

②  保険医療制度について理解する。（保険の種別、公費負担制度、診療報 

酬請求制度など） 

③  外来・入院電子カルテの管理及び診療情報開示に関して理解する。 

④  外来・入院患者の栄養食事指導について理解する。 
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 Ⅷ.在宅医療を含むへき地・離島医療研修プログラム 

  〔日南病院、日野病院における研修プログラム〕 

 

研修期間  １ヶ月（ただし、希望により３ヶ月まで延長可能である） 

 

     日南病院 指導責任者 高見 徹 

             指導医  高見 徹 

日野病院 指導責任者 櫃田 豊 

指導医 五代 和紀 外 4 名 

１．地域包括医療 

（一般目標） 

地域包括医療の理念を理解し、実践できる能力を身につける。－Ａ Ｂ Ｃ Ｄ評価 

（経験目標） 

地域包括医療を実践し、経験する。 

（行動目標） 

（1）地域包括医療がなぜ必要かについて述べることができる。 

（2）地域の健康問題を把握できる。 

（3）地域住民の健康面での長所・短所を把握できる。 

（4）地域の健康資源を列挙できる。 

（5）共に働く職種の役割について述べることができる。 

（6）地域住民に対して共感的である。 

（7）健康づくりのための住民自主組織を育成することに協力的である。 

 

２．地域完結型医療 

（一般目標） 

  患者・家族のニーズを身体・心理・社会的側面から理解し、疾患の治療や予防という 

観点とともに、その地域で暮らす生活者としての患者を理解し、彼らが豊かな人生を送 

ることができるように、共に考えることができる。－Ａ Ｂ Ｃ Ｄ評価 

（経験目標） 

（1）在宅患者が入院してから地域に帰るまでの取り組みを総合的に理解する。 

（2）地域住民との連携を学ぶ。 

（3）医療・保健・福祉の関係者の連携を学ぶ。 

（4）行政のトップとの連携を学ぶ。 

（行動目標） 

（1）身体・心理・社会的側面から、患者・家族のニーズを把握することができる。 

（2）予防的視点から、患者・家族のニーズを捉えることができる。 

（3）患者が豊かな人生を送ることができるように、医療のゴールを患者・家族と共に考 

えることができる。 

（4）面接を行う際の良好な雰囲気づくりができる。 

（5）適切な面接技法を駆使できる。 

（6）診療上の指示や約束を守れない患者に対しても良好な人間関係を築くことができる。 

（7）患者の状況に応じた柔軟な対応がとれる。 

（8）患者の健康問題に優先順位をつけて対処することができる。 

 

３．在宅医療 

（一般目標） 

   自宅で療養する人たちの暮らしぶりを把握し、在宅ケアーを支えるチームのコーディ 
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ネーターあるいはリーダーとしての医師の役割を理解する。 

（経験目標） 

（1）在宅医療の意義を理解する。 

（2）訪問診療・往診を実習する。 

（3）訪問看護を体験する。 

（4）訪問リハビリを体験する。 

（5）在宅での看取りを経験する 

〈行動目標〉 

（1）訪問診療・往診の必要性を述べることができる。 

（2）訪問診療・往診に必要な医療器具・薬剤を準備できる。 

（3）訪問医療・往診の限界を理解し、医療機関への搬送など適切な対策を実施できる。 

（4）介護者・家族背景・社会背景に対する配慮ができ、適切なアドバイスができる。 

（5）痴呆・ＡＤＬ・栄養状態・家庭背景・住宅環境の状況を判断できる。 

（6）おこしやすい廃用症候群について述べることができる。 

（7）リハビリテーションの必要性を判断できる。 

（8）在宅で治療可能か、入院が必要かの判断ができるようになる。 

（9）家族の介護力の評価ができるようになる。 

（10）家で死を迎えようとする患者・家族の健康観･死生観･宗教観を受容できる。 

（11）訪問看護の役割について述べることができる。 

（12）訪問看護師に対して協力的な姿勢であり、適切な指示がだせる。 

 

４．医療・保健・福祉の連携統合 

（一般目標） 

   住民に関する保健･福祉情報の一元化、各職種合同による地域ケア会議の開催等、地域 

包括ケア活動に必要な知識･技能･態度を身につける。 

（経験目標） 

 (1) ケアカンファレンスに参加する。(週 1回)  

 (2) 訪問連絡会に参加する。(月 1回)  

（行動目標） 

（1）個々の症例に応じて、地域の各種機関(保健センター・福祉施設・居宅サービス事 

業者･居宅介護支援事業者など)と連携をとり、地域にある保健・福祉資源を有効 

に活用できる。 

（2）ケアカンファレンス･訪問連絡会で他の職種の人と対等な立場で討論でき医師とし 

ての適切なアドバイスができる。 

（3）個々の症例について、医療のみならず、保健･福祉の視点からも論じることができ 

る。 

 

５．保健事業 

〈一般目標〉 

   地域での予防医学を体験し、保健師をはじめとするスタッフとの協力のなかで医師の 

果たす役割について理解する。 

〈経験目標〉 

（1）各種検診事業に参加する。 

 (2) 献血事業に参加する。  

（3）各種健康教室に参加する。 

（4）自立高齢者の生きがいデイサービスに参加する。 

〈行動目標〉 
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（1）一般検診･各種がん検診･乳幼児検診の事後指導ができる。 

（2）予防接種時の注意点を述べることができる。 

（3）健康教室の企画･運営ができる。 

（4）健康相談に対応できる。 

（5）健康日本２１の理念･達成目標･実践課題について述べることができる。 

 

６．介護保険制度 

(一般目標〉 

   介護保険制度の仕組みを把握し、ケアプランに則した各種サービスの実際を経験し、 

かつ介護保険制度における医師の役割および介護と医療の連携の重要性を理解する。 

（経験目標） 

（1）ケアマネージャーとの連携の実際を経験する。 

（2）介護型療養病棟の必要性を理解する。 

（3）一般病棟と療養病棟との連携を学ぶ。 

（行動目標） 

（1）介護保険制度の仕組みについて説明できる。 

（2）主治医の意見書がきちんと書ける。 

（3）デイサービス・デイケア、ホームヘルプサービス、訪問入浴サービス、施設介護を 

体験し、各種サービスについて患者・家族に説明できる。 

 

７．へき地救急医療 

（一般目標） 

   へき地の救急医療には、都市部の救急医療と違う点も多い。その地域の救急医療の特 

性をよく理解し、実践する。 

（経験目標） 

（1）日南病院方式の救急車医師同乗システムをよく理解する。 

（2）実際に救急車に同乗し、実習する。 

（行動目標） 

（1）救急隊員との連携をきちんととって患者を的確に搬送できる。 

（2）必要な情報をきちんと後方病院に送ることができる。 

（3）搬送中に救急隊員に的確な指示がだせる。 

（4）日南病院方式の医師同乗システムの必要性を述べることができる。 

 

８．病診連携・病病連携 

（一般目標） 

   中山間地域における診療活動にとって不可欠となる他の病院との連携の方法を理解し、 

実践する。 

 

（経験目標） 

（1）病診連携・病病連携の意義を理解する。 

（2）病診連携・病病連携のケースを実際に経験する。 

（行動目標） 

（1）他の病院への患者紹介・緊急時の患者搬送が適切にできる。 

（2）他の病院からの紹介患者の退院前在宅医療計画をたてることができる。 

（3）他の病院への紹介状がきちんと書ける。 
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９．医療保険制度 

（一般目標） 

   日本の医療は、国民皆保険制度で行われている。日本の医療保険制度をよく理解し、 

その優れた点を日常診療に生かす。 

（経験目標） 

医療保険制度に則した日常診療ができる。 

（行動目標） 

（1）病院における保険業務を理解し、医師として協力できる。 

（2）レセプト業務に医師として協力できる。 

（3）保険制度に則した診断名がカルテにきちんと書ける。 

（4）検査に必要な診断病名や疑い病名がカルテにきちんと書ける。 

（5）処置に必要な病名がきちんと書ける。 



  

       

    Ⅸ 臨床研修の到達目標 
 

                              

              

   

 【到達目標】 

  Ⅰ 行動目標 

   医療人として必要な基本姿勢・態度 

  Ⅱ 経験目標 

   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 
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 臨床研修の基本理念  
 

 

 

 

 
  

臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来

専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社

会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる

負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を

身に付けることのできるものでなければならない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ⅰ 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  

   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、  

1）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。  

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

トが実施できる。  

3）守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。   

 

（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するために、 

1）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。 

2）上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。  

3）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。   

4）患者の転入・転出に当たり、情報を交換できる。    

5）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。    

 

（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 

  を身に付けるために、  

1）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断 

できる（EBM =Evidence Based Medicine の実践ができる。）。  

2）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。 

3）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）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。   

 

（４）安全管理 

   患者及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付け、 

  危機管理に参画するために、  

1）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 

2）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。 

3）院内感染対策（Standard Precautions を含む。）を理解し、実施できる。   

 

（５）症例呈示 

   チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見亣換を行 

  うために、 

1）症例呈示と討論ができる。  

2）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、社会に貢献するために、 

1）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。 
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2）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。  

3）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。  

4）医薬品や医療用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。 

 

 
Ⅱ 経験目標   

 

  Ａ 経験すべき診察法・検査・手技   

 

（１）医療面接  

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

  医療面接を実施するために、 

1）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   

キルを身に付け、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握できる。 

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

聴取と記録ができる。  

3）患者・家族への適切な指示、指導ができる。   

 

（２）基本的な身体診察法  

   病態の正確な把握ができるよう、全身にわたる身体診察を統的に実施し、記載 

  するために、 

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

ができ、記載できる。  

2) 頭頸部の診察（眼瞼・結膜、眼底、外耳道、鼻腔口腔、咽頭の観察、甲状腺の触診 

を含む。）ができ、記載できる。  

3）胸部の診察（乳房の診察を含む。）ができ、記載できる。  

4）腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。  

5）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む。）ができ、記載できる。  

6）骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる。  

7）神経学的診察ができ、記載できる。  

8）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む。）ができ、記載できる。  

9）精神面の診察ができ、記載できる。 

 

（３）基本的な臨床検査  

           

 
病態と臨床経過を把握し、医療面接と身体診察から得られた情報をもとに必要
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1）一般尿検査 (尿沈渣顕微鏡検査を含む。)  

2）便検査（潜血、虫卵）  

3）血算・白血球分画 

Ａ4）血液型判定・交差適合試験 

Ａ5）心電図（12 誘導）、負荷心電図  

Ａ6）動脈血ガス分析 

7）血液生化学的検査  

    ・簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など）  

な検査を、 Ａ・・・・自ら実施し、結果を解釈できる。  

 その他・・検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。 
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8）血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査を含む。）  

9）細菌学的検査・薬剤感受性検査  

・検体の採取（痰、尿、血液など）  

・簡単な細菌学的検査（グラム染色など） 

10）肺機能検査 

・スパイロメトリー  

11) 髄液検査 

12) 細胞診・病理組織検査  

13) 内視鏡検査

Ａ14) 超音波検査 

15) 単純Ｘ線検査  

16) 造影Ｘ線検査  

17) Ｘ線ＣＴ検査  

18) ＭＲI検査  

19) 核医学検査  

20) 神経生理学的検査（脳波・筋電図など） 

 

必修項目 下線の検査について経験があること 

＊ 「経験」とは受け持ち患者の検査として診療に活用すること

Ａの検査で自ら実施する部分については、受け持ち症例でなくて

もよい 

 

 

  

 

（４）基本的手技  

   基本的手技の適応を決定し、実施するために、  

1）気道確保を実施できる。  

2）人工呼吸を実施できる。（バッグマスクによる徒手換気を含む。）  

3）心マッサージを実施できる。  

4）圧迫止血法を実施できる。  

5）包帯法を実施できる。  

6）注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施できる。  

7）採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。  

8）穿刺法（腰椎）を実施できる。  

9）穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。  

10) 導尿法を実施できる。  

11) ドレーン・チューブ類の管理ができる。   

12) 胃管の挿入と管理ができる。  

13) 局所麻酔法を実施できる。   

14) 創部消毒とガーゼ交換を実施できる。 

15) 簡単な切開・排膿を実施できる。  

16) 皮膚縫合法を実施できる。  

17) 軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。  

18) 気管挿管を実施できる。  

19) 除細動を実施できる。  
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必修項目 

 

 

下線の手技を自ら行った経験があること 

 

 

  

（５）基本的治療法  

   基本的治療法の適応を決定し、適切に実施するために、 

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

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

テロイド薬、解熱薬、麻薬、血液製剤を含む。）ができる。  

3）基本的な輸液ができる。  

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

る。 

   

（６）医療記録 

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

1）診療録（退院時サマリーを含む。）を POS(Problem Oriented System)に従って記 

載し管理できる。  

2）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。  

3）診断書、死亡診断書、死体検案書その他の証明書を作成し、管理できる。  

4）CPC（臨床病理検討会）レポートを作成し、症例呈示できる。  

5）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。   

 

（７）診療計画  

   保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、  

1）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）を作成できる。  

2）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。  

3）入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含む。）。  

4）QOL（Quality of Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、 

社会復帰、在宅医療、介護を含む。）へ参画する。  

 

必修項目  

 １）診療録の作成  

 ２）処方箋・指示書の作成 

 ３）診断書の作成 

 ４）死亡診断書の作成 

 ５）ＣＰＣレポート（※）の作成、症例呈示 

 ６）紹介状、返信の作成 

上記１）～６）を自ら行った経験があること 

 （※ CPC レポートとは、剖検報告のこと） 
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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  

 

必修項目   下線の症状を経験し、レポートを提出する。 

     ＊「経験」とは、自ら診療し、鑑別診断を行うこと 

 

 １）全身倦怠感 

２）不眠 

 ３）食欲不振 

 ４）体重減少、体重増加 

 ５）浮腫  

６）リンパ節腫脹 

７）発疹  

８）黄疸  

９）発熱

     10) 頭痛  

11) めまい  

12) 失神  

13) けいれん発作  

14) 視力障害・視野狭窄  

15) 結膜の充血  

16) 聴覚障害  

17) 鼻出血  

18) 嗄声  

19) 胸痛  

20) 動悸  

21) 呼吸困難  

22) 咳・痰  

23) 嘔気・嘔吐  

24) 胸やけ  

25) 嚥下困難  

26) 腹痛  

27) 便通異常（下痢、便秘）  

28) 腰痛  

29) 関節痛  

30) 歩行障害  

31) 四肢のしびれ  

32) 血尿  

33) 排尿障害（尿失禁・排尿困難）  

34) 尿量異常  

35) 不安・抑うつ 
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２ 緊急を要する症状・病態  

 

必修項目 下線の病態を経験すること 

＊ 「経験」とは、初期治療に参加すること 

   

１）心肺停止 

２）ショツク  

３）意識障害  

４）脳血管障害  

５）急性呼吸不全  

６）急性心不全  

７）急性冠症候群  

８）急性腹痛  

９）急性消化管出血

     10）急性腎不全 

11) 流・早産および満期産 

12) 急性感染症 

13) 外傷 

14) 急性中毒 

15) 誤飲、誤嚥 

16) 熱傷 

17) 精神科領域の救急 
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３ 経験が求められる疾患・病態 

 

必修項目 

１． Ａ疾患については、入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針に 

ついて症例レポートを提出すること 

２． Ｂ疾患については、外来診療または受け持ち入院患者（合併症含む） 

で自ら経験すること 

３． 外科症例（手術を含む）を１例以上受け持ち、診断、検査、術後管 

理等について症例レポートを提出すること 

 

※全疾患（８８項目）のうち７０％以上を経験することが望ましい 

 

（１）血液・造血器・リンパ網内系疾患 

Ｂ①貧血（鉄欠乏貧血、二次性貧血） 

 ②白血病 

 ③悪性リンパ腫 

 ④出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：ＤＩＣ） 

 

（２）神経系疾患 

Ａ①脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血） 

 ②痴呆性疾患 

 ③脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫） 

 ④変性疾患（パーキンソン病） 

 ⑤脳炎・髄膜炎 

 

（３）皮膚系疾患 

Ｂ①湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎） 

Ｂ②蕁麻疹 

 ③薬疹 

Ｂ④皮膚感染症 

 

（４）運動器（筋骨格）系疾患 

Ｂ①骨折 

Ｂ②関節・靱帯の損傷及び障害 

Ｂ③骨粗しょう症 

Ｂ④脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア） 

 

（５）循環器系疾患 

Ａ①心不全 

Ｂ②狭心症、心筋梗塞 

 ③心筋症 

Ｂ④不整脈（主要な頻脈性、除脈性不整脈） 

 ⑤弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症） 

Ｂ⑥動脈疾患（動脈硬化症、大動脈解瘤） 

 ⑦静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫） 

Ａ⑧高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 



 29

（６）呼吸器系疾患 

Ｂ①呼吸不全 

Ａ②呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） 

Ｂ③閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症） 

 ④肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞） 

 ⑤異常呼吸（過換気症候群） 

 ⑥胸膜，縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎） 

 ⑦肺癌 

 

（７）消化器系疾患 

Ａ①食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎） 

Ｂ②小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）  

③胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎） 

Ｂ④肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、 

  薬物性肝障害）  

⑤膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 

Ｂ⑥横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

 

（８）腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患 

Ａ①腎不全（急性・慢性腎不全、透析）  

②原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群）  

③全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症） 

Ｂ④泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） 

 

（９）妊娠分娩と生殖器疾患 

Ｂ①妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥） 

②女性生殖器およびその関連疾患（月経異常（無月経を含む。）、不正性器出血、更年期 

  障害、外陰・腟・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫） 

Ｂ③男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍） 

 

（１０）内分泌・栄養・代謝系疾患 

 ①視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）  

②甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）  

③副腎不全 

Ａ④糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖） 

Ｂ⑤高脂血症  

⑥蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症） 

 

（１１）眼・視覚系疾患 

Ｂ①屈折異常（近眼、遠視、乱視） 

Ｂ②角結膜炎 

Ｂ③白内障 

Ｂ④緑内障  

⑤糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化 

 

 (１２）耳鼻・咽喉・口腔系疾患 

Ｂ①中耳炎  
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②急性・慢性副鼻腔炎 

Ｂ③アレルギー性鼻炎  

④扁桃の急性・慢性炎症性疾患  

⑤外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物 

 

（１３）精神・神経系疾患 

 ①症状精神病 

Ａ②痴呆（血管性痴呆を含む）  

③アルコール依存症 

Ａ④気分障害（うつ病、躁うつ病を含む。） 

Ａ⑤総合失調症（精神分裂病）  

⑥不安障害（パニック症候群） 

Ｂ⑦身体表現性障害、ストレス関連障害 

 

（１４）感染症 

Ｂ①ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎） 

Ｂ②細菌感染症（ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌、クラミジア） 

Ｂ③結核  

④真菌感染症（カンジダ症）  

⑤性感染症  

⑥寄生虫疾患 

 

（１５）免疫・アレルギー疾患 

 ①全身性エリトマトーデスとその合併症 

Ｂ②慢性関節リウマチ 

Ｂ③アレルギー疾患 

 

（１６）物理・化学的因子による疾患 

 ①中毒（アルコール、薬物）  

②アナフィラキシー  

③環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害） 

Ｂ④熱傷 

 

（１７）小児疾患 

Ｂ①小児けいれん性疾患 

Ｂ②小児ウイルス感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ）  

③小児細菌感染症 

Ｂ④小児喘息  

⑤先天性心疾患 

 

（１８）加齢と老化 

Ｂ①高齢者の栄養摂取障害 

Ｂ②老年症候群（誤嚥、転倒、失禁､褥瘡） 
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Ｃ 特定の医療現場の経験 

 

必修項目にある現場とは、各現場における到達目標の項目のうち一つ以上経験すること。 

 

 （１）救急医療 

    生命や機能予後に係わる、緊急を要する病態や疾病、外傷に対して適切な対応 

   をするために、 

１）バイタルサインの把握ができる。  

２）重症度および緊急度の把握ができる。  

３）シヨックの診断と治療ができる。  

４）二次救命処置（ＡＣＬＳ＝Advanced Cardiovascular Life Support 呼吸・ 

循環管理を含む）ができ、一次救命処置（ＢＬＳ＝Basic Life Support）を指導 

できる。 

※ ＡＣＬＳは、バッグ・バルブ・マスク等を使う心肺蘇生法や除細動、気管

挿管、薬剤投与等の一定のガイドラインに基づく救命処置を含み、ＢＬＳ

には、気道確保、心臓マッサージ、人工呼吸等の、機器を使用しない処置

が含まれる。  

５）頻度の高い救急疾患の初期治療ができる。  

６）専門医への適切なコンサルテーションができる。  

７）大災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握できる。 

 

必修項目 救急医療の現場を経験すること 

  

（２）予防医療 

  予防医療の理念を理解し、地域や臨床の場での実践に参画する。 

１）食事・運動・禁煙指導とストレスマネージメントができる。 

２）性感染症予防、家族計画指導に参画できる。  

３）地域・職場・学校検診に参画できる。  

４）予防接種に参画できる。 

   

必修項目 予防医療の現場を経験すること 

 

（３）地域医療 

    地域医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、 

１）患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を含む）に 

ついて理解し、実践する  

２）診療所の役割（病診連携への理解を含む。）について理解し、実践する。 

３）へき地・離島医療について理解し、実践する。 

 

必修項目 
へき地・離島診療所、中小病院・診療所等の地域医療の現場を経

験すること 
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（４）周産・小児・成育医療 

    周産・小児・成育医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応する 

   ために、 

  １）周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療が提供できる。  

２）周産期や小児の各発達段階に応じて心理社会的側面への配慮ができる。  

３）虐待について説明できる。  

４）学校、家庭、職場環境に配慮し、地域との連携に参画できる。  

５）母子健康手帳を理解し活用できる。 

   

必修項目 周産・小児・成育医療の現場を経験すること 

   

（５）精神保健・医療 

    精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、 

   １）精神症状の捉え方の基本を身につける。  

２) 精神疾患に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。  

３）デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する。 

  

必修項目 
精神保健センター、精神病院等の精神保健・医療の現場

を経験すること 

 

（６）緩和ケア、終末期医療  
    緩和ケアや終末期医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応す 

るために、  

１）心理社会的側面への配慮ができる。  

２）治療の初期段階から基本的な緩和ケア（ＷＨＯ方式がん疼痛治療法を含む。） 

ができる。 

３）告知をめぐる諸問題への配慮ができる。  

４）死生観・宗教観などへの配慮ができる。 

   

必修項目 臨終の立ち会いを経験すること 

 

（７）地域保健  
地域保健を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、保 

健所、 介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健 

診の実施施設等の地域保健の現場において、  
1）保健所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む。）について理解し、実践 

する。  
2）社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。 
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Ⅹ.選択科目と研修プログラム 

 

 選択科目１、 内 科  

1) 概略  

 本プログラムは必須科目としての内科研修を終え、さらに消化器内科、 

腎臓内科、腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、感染症学、内分泌・代謝学、 

及び膠原病学などを研修期間に応じてより深く研修する場合のプログラムである。  

2) 内容と方法  

研修内容  

 ①  専門分野として、消化器疾患、内分泌・代謝疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患の 

    知識と特殊検査手技等の習得と治療の実際を行う。  

②  救急患者に対する重症度判定、緊急検査法、緊急処置の技術及び重症患者の 

集中治療管理を修得する。  

③ 研修期間に応じて，内科診療における基本的な知識と技術を学ぶとともに、 

腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、感染症、内分泌・代謝学、膠原病 

学における基礎的な知識と技術を修得する。  

入院診療では指導医のもとで（副）主治医として 4～5 人の入院患者を受け持 

つ。また、必要に応じて指導医とともに当直業務を経験する。  

外来診療は週２～３回程度従事する。主として、病歴の聴取、検査オーダー、 

外来検査を実施する。指導医の指導のもとに救急外来診療を経験する。経験 

した症例の学会発表、論文作成を行う。  

研修方法  

①  指導医の元で、５人前後の入院患者を副主治医として担当し、入院から退院 

までに必要なあらゆる事項（検査方針、鑑別診断、インフォームド・コンセ 

ント、治療方針の決定、退院後方針決定など）を指導医の管理・指導のもと 

に立案・施行する。  

② 患者・家族との良好な信頼関係確立のための自己研磨の重要性を認識し、 

  チーム医療の中心となって患者に適した医療の実践をはかる。  

③ 外来診療における適切な医療面接技能の修得とともに、内科疾患の初期治療、 

救急治療及び診断計画の立案を学ぶ。  

④ 研究グループから専門的な教育を受け、疾患・病態の詳細な理解と根拠に基 

づく医療の進め方を身に付ける。  

3)到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

① 社会・医療のニーズに対応できる高度な内科診療能力を修得するために内科 

全般とともに特に消化器疾患，血液疾患，腎疾患などの、より専門的な診療 

知識および技能を学ぶ。  

② 急速な臨床医学の進歩と社会のニーズに対応できる医療人になるために、最 

低限必要な腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、および感染症学におけ 

る診断、治療についての知識と実際の手技を修得する。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．消化管・胆・膵 

・消化器疾患の病歴・理学所見の取ることができる。  

・腹部単純 X線検査・消化管造影検査の読影ができる。  

・消化管造影検査ができる。  

・消化管内視鏡検査の前処置・読影ができる。  

・消化管内視鏡検査ができる。  
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・内視鏡的逆行性胆管膵管造影法、経皮経肝胆造影法、低緊張性十二指腸造影 

法等の前処置・読影ができる。  

・腹部 CT,MRI 検査の読影ができる。  

・急性腹症の診断・治療・外科適応の判断ができる。  

・輸液および IVH・経腸栄養の実施と管理ができる。  

・イレウス管の挿入と管理ができる。  

・消化管出血に対する診断治療ができる。  

・上部消化管疾患に対する診断治療ができる。  

・大腸疾患に対する診断治療ができる。  

・胆道疾患に対する診断治療ができる。  

・膵疾患に対する診断治療ができる。  

・消化器用剤を適切に使用できる。  

２.肝臓  

・肝疾患の病歴・理学所見を取ることができる。  

・肝機能検査，ウィルス学的検査を評価できる。  

・腹部超音波検査，ＣＴ，ＭＲＩ，核医学，腹部血管造影の読影ができる。  

・腹部超音波検査ができる。  

・腹水穿刺採取ができる。  

・肝性脳症の診断・管理・治療ができる。  

・難治性腹水の管理・治療ができる。  

・慢性肝疾患の管理・治療ができる。  

・肝腫瘍の診断・治療ができる。  

・一般的肝庇護療法ができる。  

３．血液  

・血液疾患の病歴・理学所見を取ることができる。  

・血球算定，出血凝固検査、血液免疫学的検査，輸血関連検査、表面マーカー 

による細胞解析、染色体検査を評価できる。  

・骨髄穿刺ができ，評価ができる。  

・貧血の診断・治療ができる。  

・出血・凝固異常の診断治療ができる。  

・造血器悪性腫瘍の診断治療ができる。  

４．腎臓 

・腎疾患の病歴・理学所見を取ることができる。 

・腎機能検査，尿検査の評価ができる。 

・腎生検ができ，生検所見を評価できる。 

・腎炎・ネフローゼの診断治療ができる。 

・血液透析・腹膜透析の管理・評価ができる。 

５．腫瘍内科学  

・正常細胞の増殖・分化のメカニズムを理解し、腫瘍細胞の発生、増殖、浸潤、 

転移のメカニズムの説明  

・担がん患者に特有な病歴、理学的所見の理解  

・がん診療における informed consent の概要を理解し、説明と同意の手順の修 

得  

・がん診療における臨床試験の概要を理解し、その方法論の修得  

・次に挙げる腫瘍の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．腫瘍マーカー  

B．X 線検査（単純撮影、断層撮影、CT）  
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C．MRI  

D．核医学的検査  

E．超音波検査（胸部、腹部）  

F．内視鏡検査 

ⅰ．上部消化管内視鏡検査  

ⅱ．気管支鏡検査  

ⅲ．胸腔鏡検査  

・次に挙げる腫瘍の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

A．がん化学療法  

ⅰ．単剤化学療法  

ⅱ．併用化学療法  

ⅲ．局所化学療法  

ⅳ．大量化学療法  

ⅴ．ネオアジュバント化学療法  

B．がん内分泌療法  

C．放射線療法  

D．集学的治療  

E．支持療法  

ⅰ．抗がん剤による有害反応対策（末梢血幹細胞移植を含む）  

ⅱ．がん性疼痛対策  

ⅲ．栄養対策  

F．サイコオンコロジー  

G．終末期医療  

６.呼吸器病学  

・正常の呼吸器系の形態および機能、呼吸器疾患におけるそれらの変化を理解 

できる。 

・呼吸器疾患に特有な病歴、理学的所見が理解できる。  

・次に挙げる呼吸器疾患の診断に必要な検査の知識と基本的手技を修得する。  

A．肺機能検査  

ⅰ．スパイログラム、フローボリウムカーブ  

ⅱ．肺気量分画  

ⅲ．コンプライアンス  

ⅳ．肺拡散能  

ⅴ．気道抵抗、肺抵抗、呼吸抵抗  

B．血液ガス分析  

C．経皮的酸素飽和度  

D．睡眠時呼吸モニター  

ⅰ．簡易モニター  

ⅱ．ポリソムノグラフィー  

E．運動負荷試験  

F．X 線検査（胸部単純撮影、胸部断層撮影、胸部 CT）  

G．MRI  

H．核医学的検査（換気シンチ、血流シンチ、Ga シンチ）  

I．内視鏡検査  

ⅰ．気管支鏡検査  

ⅱ．気管支肺胞洗浄液検査  

ⅲ．胸腔鏡検査   



 36

J．生検  

ⅰ．経気管支肺生検  

ⅱ．経皮肺針生検  

ⅲ．胸膜生検  

K．喀痰検査  

ⅰ．細菌・抗酸菌顕微鏡検査  

ⅱ．細菌・抗酸菌培養同定検査  

ⅲ．細菌・抗酸菌薬剤感受性検査  

ⅳ．抗酸菌核酸（増幅）同定検査  

ⅴ．細胞診  

L．病理学的検査  

     ・次に挙げる呼吸器疾患の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

       A．肺がん化学療法  

       B．肺感染症化学療法  

       C．酸素療法  

        ⅰ．鼻カヌラ、マスク  

        ⅱ．在宅酸素療法  

       D．胸腔ドレナージ  

       E．胸膜癒着術  

       F．人工呼吸管理  

        ⅰ．IPPV  

        ⅱ．NIPPV  

        ⅲ．在宅人工呼吸  

       G．吸入療法  

       H．肺理学療法  

       I．禁煙プログラム  

７．感染症学  

      ・生体の感染防御メカニズムを理解し、感染症成立のメカニズムが説明できる。  

・菌交代現象・菌交代症の概要と、その対策が説明できる。  

・日和見感染症の概要と、その治療法が説明できる。  

・敗血症、SIRS の概要が説明できる。  

・再興感染症としての結核症の概要と、その治療法が説明できる。  

・院内感染の概要と、その対策について説明できる。  

・感染症に特有な病歴、理学的所見が理解できる。  

・次に挙げる感染症の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．検体採取  

ⅰ．誘発喀痰法  

ⅱ．経気管吸引法  

ⅲ．気管支鏡による気管支洗浄  

ⅳ．胃液  

B．細菌検査（結核菌を含む）  

ⅰ．塗沫・顕微鏡検査  

ⅱ．培養・同定検査  

ⅲ．薬剤感受性検査  

C．抗原検出  

ⅰ．咽頭ぬぐい液：インフルエンザウイルス、溶連菌  

ⅱ．尿：レジオネラ、肺炎球菌、インフルエンザ菌  
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ⅲ．血清：カンジダ、クリプトコッカス、アスペルギルス  

ⅳ．血液：サイトメガロウイルス  

D．血清抗体価（ウィルス、マイコプラズマ、クラミジア、アスペルギルス 

など）  

E．遺伝子診断（結核菌、非定型抗酸菌）  

F．補助的血清検査（β-D-グルカン、エンドトキシン、HIV 抗体、寒冷凝集 

反応）  

G．ツ反  

H．X 線検査（単純撮影、CT）  

I．超音波検査（胸部、腹部）  

・次に挙げる感染症の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

A．抗生物質  

ⅰ．経口投与（長期マクロライド療法を含む）  

ⅱ．経静脈投与  

ⅲ．局所投与  

ⅳ．ネブライザー投与  

B．抗ウィルス剤  

C．抗真菌剤  

ⅰ．経口投与  

ⅱ．経静脈投与  

ⅲ．局所投与  

D．抗結核剤  

８．アレルギー学 

・体の免疫応答の概要を理解し、アレルギー疾患を免疫応答の異常として説明 

 ができる。  

・アレルギー疾患に特有な病歴、理学的所見を理解できる。 

・次に挙げるアレルギー疾患の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．皮膚反応  

ⅰ．プリックテスト  

ⅱ．皮内反応  

B．アレルギー吸入誘発試験  

                ⅰ．ドシメーター法  

ⅱ．アストグラフ法  

C．アセチルコリン（メサコリン）吸入試験  

ⅰ．ドシメーター法  

ⅱ．アストグラフ法  

D．末梢血および喀痰中好酸球  

E．IgE（血清総 IgE、特異的 IgE）  

F．白血球ヒスタミン遊離試験  

G．ゲル内沈降反応  

H．T 細胞・B細胞百分率、T細胞サブセット  

ⅰ．末梢血  

ⅱ．気管支肺胞洗浄液  

I.リンパ球幼若化試験  

J．マクロファージ遊走阻止試験  

K．ピークフローモニタリング  

・次に挙げるアレルギー疾患の治療に必要な知識と基本的手技の修得  
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A．アレルゲンの回避  

B．抗アレルギー剤（吸入、点鼻、点眼、内服）  

C．抗ヒスタミン剤（内服、注射）  

D．β2刺激剤（吸入、点鼻、点眼、内服、注射）  

E．テオフィリン製剤（内服、注射）  

F．ステロイド（吸入、内服、注射、外用）  

９．その他 

・各疾患に対する食事指導ができる。  

・各疾患において日常生活の注意事項を説明できる。  

  １０. 代謝性疾患 

      (a) 糖尿病 

（1）以下の手技・診断ができる。 

         ・糖尿病の診断基準及び病型分類を理解し、その臨床応用ができる。 

         ・糖尿病の診断に必要な検査を行い、診断ができる。 

         ・重症度（耐糖能異常から糖尿病性昏睡にいたるまで）の診断ができる。 

・合併症の有無とその進行度の診断（眼底検査の基礎的手技を含む） 

（2）以下の治療ができる 

         ・状態や社会的背景を理解し、個々の患者に適した治療目標の設定 

         ・食事療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

         ・運動療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・血糖降下剤作用の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・インスリン療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・糖尿病合併症と治療の知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・糖尿病性昏睡患者治療の知識を修得し、臨床に応用して患者を救命 

     ・糖尿病妊婦の管理を修得・実施しその効果の評価 

     ・低血糖と治療の知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

(3)以下の患者指導・教育ができる 

     ・個人および集団指導を体験し、カリキュラムを作り、実施評価 

・食品交換表の利用方法の指導、運動処方の作成、インスリン自己注射および 

血糖自己測定の指導 

      (b)高脂血症 

（1）以下の事を理解し説明できる 

     ・脂質の種類と役割の理解 

     ・血清脂質の正常値と高脂血症の病型分類について 

     ・日本動脈硬化学会勧告による診断及び治療基準の理解 

（2）以下の事を理解し実施できる 

     ・食事療法の重要性を理解し、患者指導の実施 

   １１.内分泌疾患 

     (a)甲状腺疾患 

（1）以下の事を理解し説明または実施できる。 

     ・視床下部―下垂体―甲状腺系および甲状腺ホルモンの代謝について 

・甲状腺中毒症、甲状腺機能低下症、結節性甲状腺腫をきたす疾患を分類し、 

個々の疾患について説明し、鑑別診断ができる。 

     ・甲状腺触診法に精通する。 

（2）下記の検査を指示し、結果を解釈できる。 

     ・甲状腺ホルモンおよび関連蛋白（T4、T3、リバース T3、フリーT4 等） 

     ・RH テスト、T3 抑制テスト 
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     ・123I または 99mTcO4-甲状腺摂取率 

     ・甲状腺自己抗体（抗サイログロブリン抗体、TSH 受容体抗体等） 

     ・甲状腺画像診断（頚部軟線撮影、シンチグラム、甲状腺エコー等） 

     ・甲状腺穿刺吸引細胞診 

(3) 以下の病態に対して適応・副作用を理解して治療できる 

     ・甲状腺機能亢進症 

     ・甲状腺クリーゼ 

     ・甲状腺機能低下症 

     ・甲状腺疾患と妊娠・分娩 

    (b)二次性高血圧 

(1) 以下の病態の病歴・身体所見を適格にとらえることができる 

     ・腎血管性高血圧 

     ・原発性アルドステロン症 

     ・クッシング症候群 

     ・褐色細胞腫 

     ・末端肥大症 

(2) 下記の検査を指示し、結果を解釈できる 

 ・レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系および負荷試験 

  （アルドステロン日内リズム、レニン刺激試験等） 

 ・画像診断（CT、エコー等） 

 ・静脈血サンプリング（アルドステロン等） 

   １２.膠原病 

       （1）免疫・膠原病に関する以下の事項を理解し説明できる。 

     ・免疫学の基本的事項の理解 

     ・膠原病に特有な病歴および身体的所見をとることができる。 

     ・膠原病及びその周辺ないし類縁疾患の診断と治療の必要な知識の修得 

     ・膠原病は障害が多臓器に及ぶことを理解し、その所見をとるとこができる。 

     ・各々の疾患の診断基準に精通する。 

       （2）膠原病を疑ったときの以下の検査法について理解し、解釈できる。 

     ・一般検査；血液一般（白血球分類も）、検尿、炎症関連検査等 

     ・免疫グロブリン、補体（C3、C4、CH-50）、免疫複合体 

     ・抗核抗体（LE 細胞、抗 DNA 抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体等） 

     ・リウマチ因子、抗カルジオリピン抗体、ループスアンチコアグラント等 

     ・腎生検 

     ・画像診断（腎・関節 X-P、胸部 X-P、腹部エコー、CT 等） 

     ・一般的呼吸機能検査 

     ・外分泌腺機能検査 

     ・サイトカイン 

        (3) 以下の治療法につき理解し説明できる 

     ・NSAIDs の種類と副作用 

     ・免疫調節剤の種類と副作用 

     ・副腎皮質ホルモン療法（パルス療法を含む）と副作用およびその対策 

     ・免疫抑制剤の適応と治療法とその副作用 

     ・血漿交換療法の適応 

     ・厚生省特定疾患研究班の治療プロトコールの理解 
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内科（山陰労災病院）研修形態 

 1）週間予定  

 

  午 前 午 後 ５時以降

病棟  病棟業務  病棟業務  

月 
外来  

内視鏡・気管支鏡・Ｘ線検

査 、腹部エコー 

急患対応（一般内科疾患）

透析 

急患対応（一般内科疾患）  

 

病棟  

7:00 からカンファレンス 

（肝、消化器、胆、膵） 

 病棟業務  

病棟業務  

火 

外来  
糖尿病外来・内視鏡検査 

急患対応（一般内科疾患）

ドック健診・透析 

 急患対応（一般内科疾患） 

内 視 鏡 フ イ ル ム 検 討 会 

（肝・消化器・胆膵）  

 

病棟  病棟業務 病棟業務  

水 

外来  
内視鏡・Ｘ線検査、 

腹部エコー  

ＣＡＰＤ・ドック健診 

 

  

病棟  

7:00 からカンファレンス 

（肝、消化器、胆、膵） 

病棟業務  

病棟業務  
木 

外来  Ｘ線検査・腹腔鏡検査 ドック健診・透析  

 

病棟  病棟業務  病棟業務  

金 
外来  

糖尿病外来・内視鏡検査 

急患対応（一般内科疾患）

ＣＡＰＤ・ドック健診 

急患対応（一般内科疾患）  

画像読影：消化器／呼吸器 

（レントゲン写真・ＣＴ・Ｍ

ＲＩ） Ｘ線フイルム症例検

討会  

抄読会 

  

  専門外来について 月曜日〜金曜日：呼吸器外来、糖尿病外来、消化器外来 

           月曜日、水曜日：肝臓外来 

    

２） 卒後教育プログラム  

ａ）研修開始 1 週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来システム、研 

究診療グループ、院内施設の利用法、諸規則、文献・カルテの検索法の説明を受け  

る。  

ｂ）毎週金曜日の症例検討会、抄読会があり、研修医は必ず参加する。  

ｃ）グループ別入・退院カンファレンス(血液、腎臓、肝臓、消化管)に可能な限り参加 

  する。 
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３） 指導体制（山陰労災病院） 

 

指導責任者 副院長 古城 治彦 （認定医・専門医） 

指導医責任者 内科部長（兼） 古城 治彦 （認定医・専門医） 

指導医 感染症内科部長 松本 行雄 （認定医・専門医） 

 糖尿病・代謝内科部長 徳盛 豊 （認定医・専門医） 

 糖尿病・代謝内科副部長 宮本 美香 （認定医・専門医） 

 消化器内科部長 岸本 幸廣 （認定医・専門医） 

 第二消化器内科部長 謝花 典子 （認定医・専門医） 

 第三消化器内科部長 西向 栄治 （認定医・専門医） 

 第四消化器内科部長 神戸貴雅 （認定医・専門医） 

 消化器科副部長 向山智之  

 腎代謝内科部長 中岡 明久 （認定医・専門医） 

 呼吸器内科部長 福谷 幸二 （認定医・専門医） 

 第二呼吸器内科部長 加藤 和宏  
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内科（米子医療センター） 研修形態（循環器病学を含む）  

１）週間予定 

 

 午前 午後 
カンファ 

レンス等 

病棟 病棟業務 病棟業務 

月 

外来 
内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器、呼吸器）、

救急対応（一般内科） 

消化器 7:30〜

病棟 病棟業務 病棟業務 

火 

外来 
内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、検診 

特殊検査（消化器、呼吸器）、

救急対応（一般内科） 

血液 8:00〜 

病棟 病棟業務 病棟業務、 

水 
外来 

特殊検査（消化器、呼吸

器）、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器、呼吸器、

血液）、救急対応（一般内科） 

内科合同 

17:00〜 

病棟 病棟業務、 病棟業務 

木 
外来 

内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー 

特殊検査（消化器、循環器）、

救急対応（一般内科） 

 

病棟 病棟業務 病棟業務 

金 
外来 

内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器） 

救急対応（一般内科） 

消化器キャン

サーボード 

17:00〜 

 

    消化器特殊検査：大腸内視鏡、ESD、ERCP、EIS、肝生検等 

    呼吸器特殊検査：気管支内視鏡、TBLB、経皮肺生検等 

    血液特殊検査：骨髄採取、末梢幹細胞採取等 

    循環器特殊検査：冠動脈撮影等 

    指導医の専門領域により午後の検査業務は異なる。 

    午前中の検査はいずれかを行う。 

 

２）卒後教育プログラム 

① 指導医による一対一の指導を受け、指導医とともに入院患者を受け持ち、内科 

 疾患全般を幅広く研修する。 

② 外来の救急患者の処置などを指導医とともに行う。 

③ 各専門グループによるカンファレンスに参加する。 

④ 研修医の希望により指導医を交代し研修内容を変更できる。 

⑤ 貴重な症例は学会等で報告する。 
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３）指導体制（米子医療センター） 

 

指導責任者 副院長 山本 哲夫 (指導医、専門医) 

指導医責任者 呼吸器科医長 小勝負 知明 (指導医、専門医) 

指導医 内科医長 中谷 葆 (指導医、専門医) 

 循環器科医長 福木 昌治 (専門医） 

 神経内科医長 頼田 孝男 (指導医、専門医) 

 消化器科医長 片山 俊介 (指導医、専門医) 

 消化器科医師 松永佳子 (指導医、専門医) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内科（博愛病院）研修形態（循環器病学を含む） 

１）週間予定 

 

 午前 午後 

月 
一般外来、専門外来、腹部エコー、

心エコー、胃内視鏡 

病棟業務、大腸内視鏡、ERCP、 

消化器カンファレンス 

火 一般外来、専門外来、心エコー 病棟業務、 

水 
一般外来、専門外来、腹部エコー、

胃内視鏡 
病棟業務、総回診 

木 
一般外来、専門外来、消化管レン

トゲン、胃内視鏡 

病棟業務、腹腔鏡、嚥下造影、大腸内

視鏡、消化器合同カンファレンス 

金 
一般外来、専門外来、心エコー、

胃内視鏡 
病棟業務、総回診、大腸内視鏡 

土 一般外来、専門外来、病棟業務  

 

２）教育プログラム 

ａ）研修開始１週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来システム、 

研究診療グループの説明を受ける。同時に、院内施設の利用法、諸規則、文献 

やカルテの検索法について説明を受ける。また、その後も随時、院内共同施設 

や共同機器の説明会があり、研修医にはその受講が義務づけられている。  

ｂ）研修医が参加できる教育プログラムとしては、午前中の一般外来診察および腹 

部エコー、胃内視鏡、消化管レントゲンや午後に予定されている特殊検査介助、 

および病棟回診などである。  

ｃ）学会発表稀有な症例や有用な治療法に遭遇した場合には、指導医の指導のもと 

に学会報告を行う。 

 

３） 指導体制（博愛病院） 

 

 
指導責任者 副院長 濱本 哲朗 （専門医） 

指導医責任者 消化器内科部長 堀 立明 （認定医） 

指導医 代謝内分泌内科部長 竹内 龍男 （認定医） 

 神経内科部長 足立 晶子 （専門医） 

 循環器内科部長 田中 保則  
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内科（済生会境港総合病院） 研修形態（循環器病学を含む） 

１）週間予定 第１，第３土曜日は外来休診日 

 

 午 前 午 後 

内科外来、専門外来（甲状腺、糖尿病）

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

院大腸ファイバー、ERCP 検査 
月 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（循環器、消化器）

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

消化器カンファレンス 

大腸ファイバー、ERCP 検査 

気管支ファイバー 

糖尿病教室 火 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来、（呼吸器） 

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

大腸ファイバー、ERCP 検査 
水 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（呼吸器、糖尿病）

健診、腹部エコー検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

大腸ファイバー、ERCP 検査 
木 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（高血圧、糖尿病）

健診、腹部エコー検査 

消化管(X 線・内視鏡検査) 

副院長回診 

糖尿病教室、心エコー、ホルタ

ー検査、運動負荷検査、 

大腸ファイバー、ERCP 検査 

内科カンファレンス 
金 

病棟、救急外来業務 

 

２）卒後教育プログラム  

a)指導医と共に外来患者、入院患者の診察治療に当たり、循環器、呼吸器、消化器、 

代謝、内分泌疾患など内科全般を研修する。  

b)指導医と共に救急患者の診察、処置にあたる。  

c)内科合同カンファレンス（週一回）に参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３）指導体制（済生会境港総合病院）  

 

 
指導責任者 副院長 山﨑 純一 （指導医、専門医）

指導医責任者 内視鏡センター部長 佐々木裕一郎 （指導医、専門医）

指導医 保健福祉事業部長 矢島 浩樹 （専門医） 

 内科医長 藤井 義寛 （専門医） 

 内科医長 能美 隆啓 （専門医） 

 内科医長 馬場 裕生 （専門医） 

 内科医長 中村 由貴 （専門医） 

 内科副医長   松浦 隆 （専門医） 
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選択科目２、循環器科 

 

１）概略 

 このプログラムは循環器科を選択する場合のプログラムである。 

２）内容と方法 

  循環器疾患の専門的な診断と治療に関する知識，技術の習得を目指す。  

 各種循環器疾患症例の（副）主治医となり，心臓カテーテル検査を含む各種検査を指導医  

 とともに行い、診断治療を実践する。また、各種循環器疾患の急性期治療を指導医ととも 

 に行い、循環器病学の臨床のすべてについて習得し，最終的には独立して医療を行える素 

 地を養うことを目標とする。 

３）到達目標 

（1）心臓、血管の構造と機能を説明できる 

（2）主要症状の鑑別について理解・説明できる 

     ・動悸（不整脈を含む） 

     ・呼吸困難 

     ・胸痛 

     ・背部痛 

     ・失神 

     ・浮腫 

     ・チアノーゼ 

     ・血痰・咳嗽 

（3）救急患者に対して以下の処置ができる 

     ・バイタルサインの把握 

     ・ショックの治療 

     ・意識障害患者の処置 

     ・心肺蘇生術 

     ・除細動 

（4）以下の検査の適応を理解・実施・解釈して結果を患者に説明できる 

     ・血圧測定（自動携帯血圧計を含む） 

     ・標準 12 誘導心電図 

     ・中心静脈圧 

     ・胸部単純 X線写真読影 

     ・ホルター心電図 

     ・運動負荷心電図 

     ・心エコー図 

 ･心臓カテーテル検査（右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）、冠動脈造影、 

  左室造影）             

（5）以下の検査の適応を理解し、実施を依頼できる 

   ・心筋シンチグラフィー 

   ・肺シンチグラフィー 

   ・心血管 CT・MRI  

      ・経食道エコー 

   ・臨床心臓電気生理学的検査 

   ・心臓カテーテル検査（CoAG・LVG 等） 

（6）以下の治療薬の種類・特徴・適応・禁忌・副作用を理解・説明できる 

     ・強心剤、利尿剤（心不全治療が理解できる） 

     ・抗不整脈薬 
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     ・抗狭心症薬 

     ・降圧薬 

     ・血管拡張薬 

     ・抗凝固、抗血小板薬 

 ・高脂血症治療薬 

     ・血栓溶解薬 

（7）以下の治療法の特徴・適応・合併症を理解し、依頼できる 

     ・体外式ペースメーカー 

     ・埋め込み式ペースメーカー 

     ・高周波カテーテルアブレーション 

     ・カテーテルインターベンション（PCI 等） 

     ・血液透析 

     ・心臓リハビリテーション 

（8）患者に対して、生活習慣(食事・運動)の指導ができる 

（9）経験すべき症例 

     ・心不全 

     ・虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞） 

 ・心筋症 

     ・不整脈 

     ・弁膜症 

     ・動脈疾患 

     ・高血圧症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



循環器科 （山陰労災病院）研修形態  

１）週間予定 

 

 午 前 午 後 

循環器外来（心エコー／運動負荷 ホ

ルター検査含む）  
新入院／退院カンファレンス  

病棟業務  病棟業務  月 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患） 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患） 

循環器外来（心エコー／運動負荷 ホ

ルター検査含む）  
心臓カテーテル検査／治療  

病棟業務  病棟業務  火 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患） 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患  

循環器外来（心エコー／運動負荷 ホ

ルター検査含む）  
心臓カテーテル検査／治療  

水 

病棟業務  病棟業務  

循環器外来（心エコー／運動負荷 ホ

ルター検査含む）  
 

木 

病棟業務  病棟業務  

循環器外来（心エコー／運動負荷 ホ

ルター検査含む）  
心臓カテーテル検査／治療  

心臓核医学検査  
画像読影：消化器／呼吸器／循環器

（レントゲン写真・ＣＴ・ＭＲＩ）

病棟業務  病棟業務  

金 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患） 

急患対応（循環器を含む一般内科疾

患） 

         （２４時間体制で緊急患者に対応することとしている）  

２）卒後教育プログラム  

ａ）指導医による一対一の指導を受け、指導医とともに入院患者を受け持ち、循 

環器、内分泌・代謝を始めとする内科疾患全般を幅広く研修する。  

ｂ）外来の新患患者の病歴聴取や処置などを指導医とともに行う。  

ｃ）毎週月曜日に入退院カンファレンスが行われるので、研修医は必ず参加する。 

ｄ）各専門グループによるカンファレンス（週一回）、臨床内科研究会（月一回）、院 

内外の医局主催の研究会に可能な限り参加する。  

 

３）指導体制 

 
指導責任者 循環器科部長 遠藤 哲 (日本循環器学会認定医) 

指導医責任者   第二部長 笠原 尚 (日本循環器学会専門医) 

指導医   第三部長 太田原 顕 (日本循環器学会専門医) 

   第四部長 尾崎就一 (日本循環器学会専門医) 
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選択科目３、神経内科  

 

１） 概略  

選択ローテイトプログラムとして、神経内科での研修を 1カ月以上行う。 

２） 研修内容  

      神経内科学における基礎知識と脳神経内科の専門分野である、脳血管障害、神経変 

  性疾患、免疫性神経疾患、認知症、機能性疾患（てんかん、頭痛）、筋・末梢神経疾患 

  の診断および治療法を研修し、神経内科医として必要な臨床能力を身につける。 

３） 研修方法 

1. 指導医のもとで 2～4人の入院患者を副主治医として担当し、入院から退院まで 

に必要なすべての項目（インフォームド・コンセント、問診、検査、治療、各種 

書類の書き方）を指導医のもと立案施行する。 

2. 患者および家族との適切な人間関係で対処する能力を実践する。 

3. 外来診療においては，医療面接技能の確立，各種疾患の治療法，救急医療におけ 

る初期治療を実践する。 

4. 各神経内科専門分野からの指導により、最新の疾患概念、診断法、治療法を身に 

つける 

４） 到達目標 

 I． 一般目標 

 1. 初期研修期間で、全ての臨床医に求められる基本的な知識と技術を修得する。 

 2. 神経内科疾患の診断・治療についての基本的知識と診療技術の修得をする。 

       3. 老年医学の全般的な知識と技術を修得する。 

    II． 具体的目標 

 1. 内科医としての基本的技術の修得する。 

(1) 問診 

(2) 身体所見 

(3) カルテの記載(Problem oriented system)  

(4) 一般検査（血液、尿検査、X-ray、心電図など）の指示、解析 

(5) 処方箋、指示箋の記載 

(6) 紹介状、返事の記載 

(7) 診断書、死亡診断書などの記載 

 2. 神経疾患を有する患者に、問診、診察を行い、合理的診断にもとづき、検査計画 

  および治療計画を立案し、実施できるようにする。 

(1) 神経学的診察法 

           神経系の解剖、生理の理解にもとづき、脳神経、運動系、感覚系、協調系お 

よび高次機能に関する問診を行い、神経系の総合評価ができる。 

(2) 神経放射線学的検査 

 頭蓋 X線像の判読、頭部、脊髄、骨格筋の CT、 MRI、SPECT の判読、脳内管 

撮影の読影ができる。 

(3) 電気生理学的検査 

            脳波の記録および判読、大脳、脊髄誘発電位の記録と判読、末梢神経伝導速 

  度の測定と評価、針筋電図検査の記録と評価判定ができる。 

      (4) 筋・末梢神経生検 

      筋組織、末梢神経の生検を行い、生検標本を評価、判定する。 

   (5) 自律神経検査 

      起立試験、寒冷昇圧試験、心電図 R-R 間隔、発汗試験、瞳孔試験などの自律 

     神経機能検査の実施と評価ができる。 
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   (6) 髄液検査 

      腰椎穿刺の適応、禁忌を判定し実施できる。髄液検査結果の判定ができる。 

(7) 神経薬理学的検査  

神経疾患治療薬の薬理作用を理解し、合理的薬剤選択ができる。 

(8) 生化学・分子生物学的検査  

得られた生化学的データ、分子生物学的データを理解し判定できる。 

3. 主要神経疾患別到達目標 

(1) 脳血管障害 

a) 問診、神経所見より的確な診断を行い、検査、治療計画を立てる。 

b) CT、 MRI、脳血管撮影、SPECT 検査などの補助的検査を施行し、診断を確定 

できる。 

c) 急性期：全身状態を十分に評価し、適切な治療プログラムを計画、実施する。 

d) 慢性期：リハビリテーション、社会復帰を含め全人的なケアを行い、再発予 

防のための治療プランを計画、実施できる。 

(2) 神経変性疾患 

a) 運動ニューロン疾患（筋萎縮側索硬化症など）、錐体外路疾患 （パーキンソ 

ン病など）、脊髄小脳変性症について正確な診断ができる。 

b) 適切な薬物療法およびリハビリテーションプログラムを計画実施できる。 

c) 長期にわたる全人的ケアを行う能力を養う。 

(3) 神経免疫疾患 

a) 多発性硬化症、重症筋無力症に代表される神経免疫異常にもとづく疾患を正 

確に診断し、治療プランをたてる。 

b) ステロイド療法，プラスマフェレーシス，免疫グロブリン大量  静注療法、 

  その他の免疫抑制剤による薬物療法を適切に計画実施できる。 

(4) 末梢神経障害 

a) ギランーバレー症候群、慢性再発性脱髄性多発根神経炎、ビタミン欠乏性末 

梢神経障害、中毒性末梢神経障害、糖尿病性末梢神経障害の正確な診断と治療が

できる。 

b) 電気生理学検査を行い、治療経過を客観的に評価できる。c) 末梢神経標本 

を判読できる。 

(5) 中枢神経感染症 

a) ウイルス性、細菌性、真菌性の髄膜炎、脳炎の診断ができる。 

b) 髄液検査、画像診断、脳波検査を実施し、診断および病状の 把握ができる。 

c) 適切な治療薬の選択と実施ができる。 

(6) 筋疾患 

a) 多発性筋炎、皮膚筋炎、筋ジストロフィー症、ミオトニーの診断 

b) 筋生検、筋電図検査、骨格筋 CT などを試行し、判定できる。 

    (7) 機能性疾患 

          a) 頭痛、てんかんなどの疾患を問診、神経所見より適切に診断し、検査および 

      治療計画を実施できる。 

     b) 脳波検査、CT、MRI の実施と判定ができる。 

c) 抗てんかん薬の副作用を熟知し、てんかん患者の長期ケアができる。 

d) 頭痛患者では、的確な頭痛型を分類診断し、適切な治療薬を選択 できる。 

(8) 認知症性疾患 

a) アルツハイマー病，血管性認知症，その他の認知症性疾患の鑑別が できる。 

b) CT、MRI、SPECT 検査の実施とその判読ができる。 

c) 高次機能検査（WAIS，コース立方体検査）をする。 



d) 長期にわたる全人的ケアを行う能力を養う。 

(9) その他の神経疾患 

極めて稀な神経疾患に対しても，正確な病歴の聴取，神経所見の記載を行い、 

適切な補助的検査により，的確な最終診断および治療に到達できる総合的な能 

力を養う。 

 

神経内科（山陰労災病院）研修形態 

１）週間予定  

 
 午前 午後 

 8:00      8:30      10:00   11:00  13:00    14:00      15:00    16:00  

月 抄読会 外来処置、病棟処置  症例検討会 

火  外来処置、病棟処置  新入院患者検討会 
リハ患者合同

検討会 

水  外来処置、病棟処置  部長回診 画像検討会 

木  外来処置 
 電気生理学的検査頸動脈 

 エコー検査 
在宅難病患者往診 

金 
脳ドック

検討会 
 

外来処置

病棟処置
 症例検討会 画像検討会 

 

･外来、病棟処置は各自、週 2 回担当する。 

･午後の救急外来は、指導医とともに業務を担当する。 

･画像検討会：毎週水曜日と金曜日の午後 4 時より行われる。 

・脳ドック検討会：毎週金曜日の午前８時より脳神経外科と合同で行われる。  

･リハビリ患者合同検討会：毎週火曜日の午後 4 時よいリハ技師、病棟看護師等と 

ともに行なわれる。 

･症例検討会：月 1 回、月曜日の午後 4 時より行なわれる。 

 

２）卒後教育プログラム 

ａ）研修開始の１週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟及び外来の業務 

システムの説明を受ける。  

ｂ）毎週月曜日に抄読会があり、研修医は受講が必修である。 

ｃ）毎週火曜日に新入院患者検討会があり、画像検討会、リハビリ患者 

合同検討会、症例検討会、CPC とともに、研修医は参加が義務付けられる。 

ｄ）不定期に学会の予行が行われ、研修医は可能な限り参加する。 

 

３）指導体制 

 

指導責任者 神経内科部長 林 永祥 （認定医・専門医）

指導医責任者   第二部長 楠見 公義 （認定医・専門医）

指導医    副部長 井尻 珠美 （認定医） 

 52



 53

選択科目４、麻酔科 

  

１)概略  

このプログラムは、麻酔科を選択する場合のプログラムである。  

２)内容と方法  

手術室における麻酔管理を中心に行い、呼吸・循環生理学や臨床薬理学の基礎知 

識と基本的な麻酔科技術を修得する。特に、気管挿管などの気道確保や輸液路確保 

の技術の確立と麻酔中の呼吸循環動態の的確な把握を通して、全身管理の基礎知識 

を身につける。また麻酔術前診察から、患者とのコミュニケーションを図り、イン 

フォームドコンセントを得る姿勢と技術を学ぶ。さらに、患者の術前状態と現存す 

る合併症を把握し、その情報を基本とした麻酔計画を立案する。  

３)到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

麻酔科医に必要とされる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得する。 

● 安全で確実な麻酔管理を行える基本的知識と技術。 

● 患者の術前状態や手術手技を把握し、麻酔計画を立案する能力。 

● 患者の社会的背景や精神的背景を理解し、チーム医療における医師としての役

割を認識する能力。   

● コメディカルスタッフや患者家族とも良好な人間関係を築くための理解と実践。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．気道確保  

・マスク換気ができる 

・エアウエイが挿入できる 

・経口気管挿管が実施できる  

・経鼻気管挿管が実施できる  

・ラリンジアルマスクが挿入できる  

・クラッシュインダクションによる経口気管挿管ができる  

・分離肺換気用のダブルルーメンチューブを挿入できる  

・気管内挿管困難症の程度を把握できる  

２. 末梢静脈路、中心静脈路、動脈ライン確保  

・上肢・下肢から末梢静脈路を確保できる  

・動脈血採血ができる 

・動脈ラインを確保できる  

・中心静脈路（大腿静脈）を確保できる  

・中心静脈路（内頸静脈）を確保できる 

３．麻酔法  

・気管内挿管下の吸入麻酔薬による全身麻酔を施行できる  

・気管内挿管下の静脈麻酔薬による全身麻酔を施行できる 

・気道確保下に自発呼吸で全身麻酔を施行できる 

・局所浸潤麻酔法が実践できる  

・くも膜下穿刺・脊椎麻酔ができる  

・仙骨硬膜外穿刺・麻酔ができる（小児を除く）。  

・腰部硬膜外穿刺・麻酔ができる 

４．術前管理  

・定期手術の低リスク患者の麻酔計画を立案できる  

・定期手術の高リスク患者の麻酔計画を立案できる  
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・緊急手術患者の麻酔計画を立案できる  

・術前検査の評価と追加指示ができる  

・適切な術前服薬や輸液、呼吸訓練の指示ができる  

・適切な麻酔前投薬を処方できる  

５．術中管理  

・低リスク患者の各科毎の術中輸液を理解し実践できる  

・高リスク患者、緊急手術患者の術中輸液を理解し実践できる   

・輸血の適応と種類を理解し実践できる 

・軽度の循環器系合併症に対する診断と治療ができる  

・高度の循環器系合併症に対する診断と治療ができる  

・動脈血ガス分析値を理解し、酸塩基平衡の診断と治療ができる  

・軽度の呼吸器系合併症に対する診断と治療ができる  

・高度の呼吸器系合併症に対する診断と治療ができる  

・軽度の内分泌・代謝系合併症に対する診断と治療ができる  

・高度の内分泌・代謝系合併症に対する診断と治療ができる  

・電解質異常の診断と治療ができる  

・体温管理を実践できる  

・手術体位による合併症とその予防法を理解し実践できる  

６．術後管理 

・回復室における患者評価と合併症に対する診断と治療ができる  

・簡単な術後鎮痛法を理解し実践できる  

・複雑な術後鎮痛法を理解し実践できる   

・術後の酸素療法および経口摂取開始時期の指示ができる  

・集中治療室入室の適応を判断できる 

７．医療機器・モニタリング  

     ・麻酔器、術中患者監視装置を理解し操作できる  

・BIS モニターを理解し操作できる 

・TCI pump を理解し操作できる 

・観血的動脈圧モニタリングキットの組み立てができる  

８．その他  

・麻酔の重要性の理解と患者に対するインフォームドコンセントの実践  

・チーム医療における医師の役割についての理解できる  

・良好な患者・医師間の信頼関係を築くことの重要性を理解する  
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４）麻酔科（山陰労災病院）研修形態 

 

  （１）週間予定 

 

 午 前 午後 

 
8:00～

8:15 

8:15～

8:30 
8:30～12:00 12:00～17:00 

月 勉強会 
カンファ

レンス 
手術室麻酔業務 手術室麻酔業務 

火 勉強会 
カンファ

レンス 
手術室麻酔業務 手術室麻酔業務 

水 勉強会 
カンファ

レンス 
手術室麻酔業務 手術室麻酔業務 

木 勉強会 
カンファ

レンス 
手術部麻酔業務 手術部麻酔業務 

金 勉強会 
カンファ

レンス 
手術部麻酔業務 手術部麻酔業務 

 

 

  （２）卒後教育プログラム 

ａ）研修医は、各麻酔科医が担当する麻酔症例を１０例見学あるいは業務補助し、 

１症例毎にレポートを作成して研修指導医に提出する。研修指導医の検閲を受 

けた後に、実際の症例を担当する。この１０例の見学・業務補助の期間に、麻 

酔器の始業点検、麻酔管理に必要な薬剤や医療器具等の準備の手順を覚えるよ 

うにする。 

ｂ) 麻酔科研修医には直接の指導医を設けずに、麻酔科スタッフ医師全員が指導と 

教育に当たる。また、各種コンサルテーションや指示も同様に、スタッフ医師 

全員で担当する。これは、研修医に各スタッフ医師の主観が多大に影響を及ぼ 

すのを防止するために行っている。 

ｃ）興味深い症例や教育的価値のある症例に関しては、研修中であっても学会発表 

や論文発表を行うことを科す。これは、医師としての素養を向上させる目的で 

行うものである。 

 

  （３）指導体制 

 

指導責任者   麻酔科部長 倉敷 俊夫 （専門医） 

指導医責任者  第二部長 内藤 威 （専門医） 

指導医 第三部長 上田真由美 （専門医） 

 



選択科目５、外科 (主に一般外科、消化器外科) 

 

１）一般目標 

  一般外科の基本を実践する能力を身につけるため消化器をはじめ、救急医療におよぶ 

  広い範囲に対応できる診療技術を習得する。 

  

２）到達目標 

１、基本的治療・検査・手技 

１）術前管理 ・術前全身状態（栄養・水・電解質異常）を評価し、管理する。

 ・各臓器機能を評価し、計画的術前管理を行う。 

 ・術前診断と手術適応を評価できる。 

 ・各疾患と術式に伴う手術リスクと合併症を評価する。 

 ・併存疾患を持つ患者の手術リスクを評価する。 

 ・術前インフォームド・コンセントを行う。 

 ・緊急手術時の準備と適応を評価できる 

 ・術後感染予防に対する処置を指示し、計画ができる 

２）術後管理 ・バイタルサインの把握と急変時の対処ができる。 

 ・術後の適切な輸液と電解質の管理ができる。 

 ・IVH あるいは経管栄養による栄養管理ができる。 

 ・輸血の適応を理解し、実施できる。 

 ・術後の理学療法による呼吸管理ができる。 

 ・術後の疼痛管理ができる 

 ・創部およびドレーンの管理ができる。 

 ・術後リハビリテーションを計画し、指示を出せる。 

 ・術後感染症の評価と治療ができる。 

 ・人工呼吸器の管理ができる。 

３）基本手術 ・切開排膿 

  手技 ・創傷縫合 

 ・静脈注射法 

 ・清潔・不潔の概念と手技の実施 

 ・中心静脈確保ができる。 

 ・リンパ節生検 

 ・胃管挿入 

 ・イレウス管挿入 

 ・腹腔穿刺 

２、消化管（食道、胃、小腸、大腸） 

１）術前術後 ・病歴聴取・診察の上、消化管疾患に必要な検査が指示できる。

管理 ・消化管疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・消化管疾患の評価と治療計画を立てることができる。 

 ・消化管手術後の合併症を診断し治療計画を立てることができる。

２）検査 ・消化管造影検査の読影・評価ができる。 

 ・消化管造影検査ができる。 

 ・消化管内視鏡検査の結果を評価できる。 

 ・消化管内視鏡検査ができる。 

 ・腹部単純撮影検査の結果を評価できる。 
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 ・腹部 CT 検査の結果を評価できる 

３）手術・手技 ・食道手術 

 ・胃切除術 

 ・結腸手術 

 ・直腸手術 

３、肝・胆・膵 

１）術前術後 ・病歴聴取・診察の上、肝・胆・膵疾患に必要な検査ができる。

管理 ・管理・肝・胆・膵疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・肝・胆・膵疾患の評価と治療計画を立てることができる。 

 ・術前肝機能の評価ができる。 

 ・肝・胆・膵手術後の合併症を診断し治療計画を立てることが

できる。 

２）検査 ・腹部超音波検査を実施して所見を評価できる。 

 ・腹部 CT 検査の結果を評価できる。 

 ・腹部血管造影の結果を評価できる。 

 ・胆道造影、膵管造影の結果を評価できる。 

３）手術・手技 ・胆嚢摘出術 
 ・肝切除術 

 ・膵頭十二指腸切除術 

４、乳腺 

１）術前術後 ・乳腺の触診で腫瘍を鑑別できる。 

 ・病歴聴取・診察の上、乳腺腫瘍に必要な検査が指示できる。 

 ・乳腺疾患の鑑別・診断ができる。 

 ・乳腺手術後の合併症を診断し治療計画を立てることができる。

２）検査 ・乳腺マンモグラフィーの結果を評価できる。 

 ・乳腺エコーを施行し、腫瘍性病変を診断できる。 

３）手術・手技 ・乳癌手術 

 ・乳腺良性腫瘍摘出術 

５、その他 

１）術前術後 ・急性虫垂炎の診断に必要な検査が指示できる。 

管理 ・急性虫垂炎の治療計画を立てることができる。 

 ・急性虫垂炎の術後合併症を診断し治療計画を立てることができる。

 ・鼡径ヘルニアの診断に必要な検査が指示できる。 

 ・鼡径ヘルニアの治療計画を立てることができる。 

 ・痔核の診断に必要な検査が指示できる。 

 ・痔核の治療計画を立てることができる。 

２）検査 ・肛門鏡を施行し、結果を評価できる。 

３）手術・手技 ・急性虫垂炎手術 
 ・鼡径ヘルニア手術 

 ・痔核手術 
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外科（山陰労災病院） 研修形態 

 

１) 週間予定  

 

午前 午後 
 

8:00   8:30 17:00 

月 
カンファ

レンス 

外来診察 

手 術 
手 術  

火 
カンファ

レンス 
外来診察 検 査  

水  
外来診察 

手 術 
手 術  

木 
カンファ 

レンス 
外来診察     検 査 

カンファ

レンス 

金  
外来診察 

手 術 
手 術 

 

 

２)卒後教育プログラム  

ａ）外来診察､手術､検査等を週間予定に従って、積極的に参加し、指導を受ける。  

ｂ）勤務時間外においても急患対応など指導医と行動をともに指導を受ける。  

ｃ）外来診療を中心に病棟診療も含めて外科疾患の診断プロセス、検査手技、治療  

針策定を理解し、切開、縫合などの小外科手術を学ぶ。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者 副院長（外科部長） 谷田 理  （指導医・専門医） 

指導医責任者 消化器外科部長  鎌迫 陽   （指導医・専門医） 

指導医 第二外科部長  竹林 正孝 （指導医・専門医） 

 第二消化器外科部長 若月 俊郎 （指導医・専門医） 

 第三外科部長 野坂 仁愛 （指導医・専門医） 

 第四外科部長 豊田 暢彦 （指導医・専門医） 
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外科（米子医療センター） 研修形態 

 

１）週間予定  

 

午 前 午 後 
 

8:15  8:30   9:00   9:15  13:00       16:30  

月 ＊   外来診察・回診・手術 検査・手術  

火 ＊  外来診察・手術 手 術  

水         外来診察・回診 
検査・標本切り出

し 
 

木 ＊   外来診察・手術 手 術  

金 ＊   外来診察・回診･手 術 検査・手術 CANCER BOARD

       ＊ カンファレンス 

２)卒後教育プログラム  

ａ）外来診察､手術､検査等に積極的に参加し、指導を受ける。  

ｂ）外来・病棟診察において、外科疾患の診断プロセス、検査手技、治療針策定を 

理解し、切開、縫合などの小外科手術を学ぶ。   

ｃ）勤務時間外においても、急患対応などに対し指導医と行動をともにし指導を受 

ける。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者  院長 濱副 隆一 （指導医・専門医） 

指導医責任者 臨床研修部長 木村 修 （指導医・専門医） 

指導医 外科医長 山根成之 （指導医・専門医） 

 外科医師 久光和則  (専門医) 

 外科医師 山本 修 （認定医） 
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外科（済生会境港総合病院） 研修形態  

 

１）週間予定   

 

 午 前 午 後 

月 外来 病棟回診 検査、手術、病棟カンファレンス 

火 手術 検査、手術 

水 外来 病棟回診 検査、手術 

木 外来 病棟回診 検査、手術 

金 外来 病棟回診 
検査、手術、NST・褥瘡ラウンド、 

カンファレンス 

 

２）卒後教育プログラム 

 指導医と共に各手術、検査、外来診療、病棟回診、カンファレンスに参加する。 

  

３）指導体制 

 

指導責任者 副院長 丸山 茂樹 （指導医） 

指導医 麻酔科部長 辻本 実 （専門医） 

 外科医長 玉井 伸幸 （指導医） 

 外科副医長 白谷 卓 （専門医） 
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選択科目６、整形外科  

 

１）概略  

これは選択科目として整形外科を追加して選択する場合のプログラムである。  

２）内容と方法  

指導医の監督の下に入院患者の診療を共同で行い、診察、検査、治療の手技と手術期 

患者の管理方法を修得する。また、外来では指導医の監督下に各種疾患患者の診察、検 

査、診断、治療に至る手順を研修し、保存療法および手術療法の適応判断に必要な知識 

を得る。病棟回診、医局カンファレンス、抄読会、専門グルーブのカンファレンス等に 

参加して整形外科への理解を深める。 

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

整形外科医に必要とされる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得する。   

● 各運動器について正常と異常を判断する能力。   

● 整形外科の一般検査について理解し、実施・評価する能力。   

● 治療に必要な基本的手技。   

● 救急疾患への初期対応能力。   

● 保存療法と手術療法の適応を判断する能力。   

● 保存療法のプランを作成、実践する能力。   

● 手術のプランを作成する能力と周術期を管理する能力。   

● 良好な患者・医師間の信頼関係を築くための理解と実践。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．外傷  

・診察を行い、必要な検査指示の実践  

・画像診断の実践  

・緊急手術の必要性の判断  

・手術の適応の判断  

・簡単な創の処置の実践  

・腱縫合の実践  

・肘内障の整復の実践  

・簡単な脱臼整復の実践  

・ギプスを巻くこととギプス障害の説明の実践  

・杖歩行の指導  

・脊髄損傷の管理  

・直達牽引の実践  

・小児骨折の特殊性の理解と評価  

２.関節疾患  

・病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・画像診断の実践  

・保存療法と手術療法の適応の判断  

・関節穿刺と関節注射の実践  

・理学療法の知識の習得と指示  

・小児関節の特殊性の理解と評価  

・保存療法のプランの作成と実践  

・手術プランの作成と周術期の管理に実践  

 

３.脊椎脊髄疾患  
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・病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・画像診断の実践  

・保存療法と手術療法の適応の判断  

・トリガーポイント注射や仙骨硬膜外ブロックの実践  

・理学療法の知識の習得と指示  

・脊髄造影、神経根ブロックの実践  

・保存療法のプランの作成と実践  

・手術プランの作成と周術期の管理  

４.骨軟部腫瘍（米子医療センターで主に研修）  

・病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・画像所見で良性・悪性の鑑別診断  

・針生検の実践  

・化学療法、放射線療法のプランの作成  

・手術プランの作成と周術期の管理  

５.関節リウマチ  

・病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・画像を含めた検査結果の評価  

・保存療法と手術療法の適応の判断  

・理学療法の知識の習得と指示  

・保存療法のプランの作成と実践  

・手術プランの作成と周術期の管理  

６.代謝性骨疾患  

・病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・画像を含めた検査結果の評価  

・保存療法のプランの作成と実践  

７.末梢神経疾患 

・ 病歴・診察の上、必要な検査の指示  

・ 画像診断の実践  

・ 電気生理学的検査と評価  

・ 保存療法と手術療法の適応の判断  

・ 保存療法のプランの作成と実践  

・ 手術プランの作成と周術期の管理  
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整形外科（山陰労災病院）研修形態  

 

１）週間予定  

 

 午  前 午  後 

 7:45  8:00  8:30    

月  ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 外来  検査 専門外来(関節) 

火   外来 手術 A班 手術 A 班   B 班 

水 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ  外来 検査 専門外来(脊椎) 

木   外来 手術 B班 手術 B 班   A 班 

金  ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 外来 検査
専門外来 

(スポーツ) 

 

２）教育プログラム  

ａ）抄読会、疾患カンファレンスに可能な限り参加する。  

ｂ）勤務時間外においても救急患者があるときは積極的に診療に参加する。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者  整形外科部長 岸本 英彰 (専門医)  

指導医責任者  スポーツ整形外科部長 縄田 耕二 (専門医)  

指導医  脊椎整形外科部長 橋口 浩一 (専門医)  

 第二脊椎整形外科部長 片江 裕二 (専門医) 

 関節整形外科部長 山本 敦史 (専門医)  

 第二関節整形外科部長 山﨑 大輔 (専門医) 

 整形外科副部長 田中 秀敏 (専門医)  

 整形外科医師  林  育太  
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整形外科（米子医療センター） 研修形態  

 

１）週間予定 

 

 午  前 午  後 

 8:00  8:30  13:00  

月 カンファレンス  外来（腫瘍）、手術  手術、病棟業務、検査  

火  外来  病棟業務  

水 
カンファレンス 

総回診  
外来（腫瘍）、手術  手術  

木  外来（腫瘍） 病棟業務、検査  

金 カンファレンス  外来、 手術  手術  

 

２）教育プログラム  

ａ）カンファレンスに可能な限り参加する。  

ｂ）勤務時間外においても救急患者があるときは積極的に診療に参加する。  

 

３）指導体制  

 

指導責任者  整形外科医長 南崎 剛   (専門医) 

指導医  整形外科医師 吉川 尚秀  (専門医) 

 整形外科医師 山家 健作 (専門医) 

 整形外科医師 藤田 章啓  
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整形外科（博愛病院） 研修形態  

 

１）週間予定  

 

 午 前 午 後 

月 一般外来  専門外来（人工股関節）手術  

火 一般外来・病棟回診・手術  手術  

水 一般外来・手術  手術・特殊検査  

木 病棟回診  専門外来（骨粗鬆症）・手術  

金 一般外来手術  専門外来（人工股関節）・手術  

土 一般外来（4 週 6 休制）    

 

２）教育プログラム  

ａ）外来・病棟業務に関して病院独自のシステムがあるので、その研修オリエンー 

ションは可及的早期に行なう。院内共同機器、共同施設及び手術室のシステム 

利用についても説明を行なう。  

    ｂ）研修医は、指導医と共に共同主治医となり、外来から入院及び手術加療とその 

後療法に至るまで共同して治療体系を習得できるように指導を受けることが出 

きる。 

ｃ）学会、研究会には可能な限りにおいて積極的に参加する。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者  副院長 奥野 誠 (専門医) 

指導医責任者 整形外科部長 中村 達彦 (専門医) 

指導医  骨粗鬆症センター長 山本 吉藏 (専門医) 
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整形外科（済生会境港総合病院） 研修形態  

 

1) 週間予定  

 

 午  前 午  後 

月 外来、病棟回診 
検査（関節造影など）、手術 

リハビリカンファレンス 

火 外来、病棟回診 検査（関節造影など）、手術 

水 外来、病棟回診 検査（関節造影など）、手術 

木 外来、病棟回診 検査（関節造影など）、手術 

金 外来、病棟回診 検査（関節造影など）、手術 

 

 

２）卒後研修プログラム  

指導医と共に各手術、検査、外来診療、病棟回診に参加する。  

 

３）指導体制 

 

指導責任者  整形外科部長 津田 公子 (指導医、専門医) 

指導医  整形外科医長 青木 利暁 (専門医) 

 整形外科医長 谷野 大輔 (専門医) 
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選択科目７、脳神経外科 

  

１)概略 

  このプログラムは脳神経外科学を選択する場合のプログラムである。  

２)内容と方法  

脳神経外科学の中でも急性疾患に関する知識を深めることを目指す。外来診療にお 

  いては、指導医の監督下に頭部外傷患者の診察、検査、治療に当たる。病棟診療に際 

  しては指導医の監督の下に共同で患者診察にあたり、診察方法の基本、中枢性疾患の 

  特性の理解、診断のステッブ、検査及び治療の手技を修得する。  

   定例で開催される、病棟回診、医局カンファレンス、画像カンファレンス、合同カ 

ンファレンス、中枢神経懇話会等に参加して脳神経外科学への理解を深める。  

３)到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

脳神経外科医に必要とされる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得す 

る。脳神経外科に必要な神経診断能力。   

 

● 脳神経外科が対象とする疾患の病態の理解。 

● 意識障害の救急対応を行い、その原因を診断する能力。 

● 頭蓋内圧亢進を診断し、管理・治療する能力。 

● 重症頭部外傷を診断し、管理・治療する能力。 

● 脳血管障害を診断し、管理する能力。   

● 脳腫瘍の診断能力。 

● 脳神経外科の診断および治療に必要な基本的手技。  

Ⅱ. 具体的目標  

 １．神経診断学  

・意識レベルの評価(J.C.S.)  

・意識レベルの評価(G.C.S.)  

・脳神経症状の評価  

・錐体路症状の評価  

・失語の評価  

・高次脳機能の評価  

・髄液所見の評価  

 ２.意識障害  

・頭蓋内圧亢進の症状・徴候の説明  

・脳ヘルニアの症状・徴候の診断  

・髄膜刺激症状の診断  

・意識障害の原因を推測し、診断計画の樹立  

・意識障害の外科適応の判断  

 ３．頭部外傷  

・受傷部位の一次処置  

・受傷部位の縫合処置  

・全身状態を評価し、治療優先順位の説明  

・適切な画像診断のオーダー実施  

・びまん性脳損傷の診断  

・頭部外傷の外科適応の判断し、手術方法の説明  

 ４．脳血管障害  

・CT、MRI、SPECT、脳血管撮影、頚部エコーの読影  
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・高血圧性脳出血の診断と重症度の評価及び外科適応の判断  

・クモ膜下出血の診断と重症度の評価及び外科適応の判断  

・脳梗塞の診断と重症度の評価及び血管内治療適応の判断  

・リハビリテーションの計画の樹立  

 ５．脳腫瘍  

・脳腫瘍の病態・症状の説明  

・脳腫瘍の鑑別  

・脳腫瘍の外科適応・手術方法の説明  

・脳腫瘍の補助療法の説明  

・脳腫瘍の予後の説明  

 ６．基本的手技  

・眼底検査により頭蓋内圧亢進の評価  

・腰椎穿刺の方法・合併症を説明し、髄液採取の実施  

・脳血管撮影の適応の説明と介助の実施  

・中心静脈の確保及び管理  

・気管切開の適応の説明と施術  

 ７．重症患者の患者管理 

・意識障害患者の神経徴候の変化の評価  

・頭蓋内圧亢進に対する全身管理の説明  

・人工呼吸器について理解し、実際の操作  

・各種ベッドサイドモニターについての理解  

・麻酔薬についての理解  

・脳圧降下剤についての理解と実際の使用  

・降圧剤についての理解と実際の使用  

・脳室ドレナージの構造の理解と管理  

・脳波・誘発電位の所見の評価  

 ８．手術 

・急性水頭症に対する脳室ドレナージ術の施行  

・慢性硬膜下出血に対する穿頭血腫ドレナージ術の施行  

・頭蓋形成術の施行  

・水頭症に対する脳室―腹腔シャントの施行  

・大開頭手術（外傷性血腫除去など）の助手  

・顕微鏡手術（脳腫瘍、脳出血など）の助手  

・血管内治療の助手  

 ９．その他  

・患者本人への正しい病状説明と対応  

・急性患者の家族への正しい病状説明と対応  
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４）脳神経外科（山陰労災病院） 研修形態 

 

  １）週間予定 

 

 午前(8:00～12:00) 午後(13:00～17:00) 

月 

(8:00-9:00) 

術前・術後患者・入院患者 

カンファレンス 

手術 手術 

火 症例検討・病棟処置 特殊検査 

水 

(8:00-9:00) 

術前・術後患者・入院患者 

カンファレンス 

手術 手術 

木 症例検討・病棟処置 特殊検査 

金 

(8:00-9:00) 

術前・術後患者・入院患者 

カンファレンス 

手術 回診・画像カンファレンス 

 

  ２）卒後研修プログラム 

ａ）中枢神経の生理・機能に対する理解を深める。 

ｂ）脳神経外科が対象とする中枢神経疾患に対する理解を深める。 

ｃ）主に脳神経外科の急性疾患の診断・検査・治療を、指導医の指導のもとに行う。 

ｄ）脳神経外科の基本的検査手技、治療手技を研修する。 

ｅ）意識障害患者の全身管理を学ぶ。 

 

  ３）指導体制 

指導責任者  脳神経外科部長 田中 泰明 （専門医） 

指導医責任者  第二部長 沼田 秀治 （専門医） 

指導医 第三部長 田辺 路晴 （専門医） 
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選択科目８、心臓血管外科 
１） 概略 

心臓血管外科カリキュラムは、コアローテイションが終了した後に、研修医が選択 
科目として履修した場合の研修内容である。期間は原則として３ヶ月とする。 

２） 内容と方法 
心臓血管外科では、心臓血管に関する基本的知識と技術を修得する。 

研修医は指導医のもとで、入院診療では主治医と共に副主治医として、心外的疾患の 
入院患者を担当する。 
研修内容は、検査計画、治療計画、術前管理、手術手技、術後管理、カルテ記載、 

同意書など入院から退院までに必要な事項を修得する。 
また、外来診療では、救急疾患の対応や診断、処置などを経験する。 

３） 到達目標 
Ⅰ．一般的目標 

1．臨床医として必要な基本的な診療技能を修得する。 
2．外科的疾患について、基本的な知識と手技を修得する。 
3．患者や家族の人間性を理解して、適切な信頼関係が構築できる。 
4．紹介医やコメデイカルの立場を理解して、適切な協力関係を構築できる。 

 
Ⅱ．具体的目標 

１）術前術後管理 心疾患に必要な検査の指示 

 急性心不全の初期治療 

 心臓血管手術の術前評価 

 心タンポナーデの診断と治療 

 CT/MRI で大動脈疾患の診断 

 大動脈疾患の手術適応の決定 

 急性大動脈解離の保存的治療 

 四肢虚血を診断し、疾患の鑑別診断 

 閉塞性動脈硬化症の診断 

 急性動脈閉塞の診断と治療 

 四肢虚血疾患に対する薬物治療 

 一時性下肢静脈瘤の診断と治療 

 静脈血栓・塞栓症の診断と保存的治療 

  
２）検査 血管エコーの施行と結果の説明 

 動脈造影の施行と結果の説明 

 静脈造影の施行と結果の説明 

 心臓カテーテル検査の施行と結果の説明 

 心エコーの施行と結果の説明 
 ドップラー血流計による血圧測定と評価 
  



３）手術・手技 静脈瘤手術の施行 

 血栓除去術・筋膜切開 

 心嚢ドレナージの施行 

 ペースメーカー手術の施行 

 
 
心臓血管外科（山陰労災病院） 研修形態 
１）週間予定 
 

 午  前 午  後 

月 回診  手術（心臓） 手術（心臓）   

火 回診  外来  病棟業務   

水 回診  外来  
カテーテル検査 

血管造影  
抄読会  

木 回診  外来  静脈造影、局麻手術 症例検討会 

金 回診  外来  手術(血管)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
２）卒後教育プログラム 

ａ）オリエンテーションにより、院内規則、研修制度、診療制度、施設利用法、文 
献検索法などの説明を受ける。 

ｂ）毎週、研修医は、抄読会（水）､症例検討会（木）には参加する。 
ｃ）研修医は、セミナー（不定期）に参加する。 

３）指導体制 
 

指導責任者  心臓血管外科部長 黒田 弘明 （専門医・指導医）

指導医 第二部長 小野 公誉 （専門医） 
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選択科目９、泌尿器科  

 

１）概略 

  このプログラムは、選択科目として泌尿器科を選択する場合のプログラムである。  

２）内容と方法  

  泌尿器科学の広範な知識を深めることを目指す。基本的には病棟診療に従事し、指 

  導医の監督の下に共同で患者診察にあたり、泌尿器科的診察方法の基本、泌尿器科疾 

患への理解、診断のステップ、検査及び治療の手技を理解、修得する。  

  また、病棟回診、外来・病棟カンファレンス、医局抄読等に参加して泌尿器科学へ 

の理解を深める。  

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

泌尿器科医に必要とされる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得する。   

● 泌尿器科一般検査について理解し、実施・評価する能力。 

● 泌尿器科治療に必要な基本的手技。  

● 泌尿器科の高度医療とその適応基準についての理解。   

● 泌尿器科救急疾患への初期対応能力。  

● 良好な患者・家族・医師間の信頼関係を築くための理解と実践。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．各疾患に関する知識の習得  

・腎疾患：奇形、外傷、炎症、腫瘍、結石、腎不全、透析など  

・尿管疾患：奇形、腫瘍、結石、膀胱尿管逆流症など  

・膀胱疾患：奇形、外傷、炎症、腫瘍、神経因性膀胱、尿失禁など  

・尿道疾患：奇形、外傷、炎症、腫瘍、尿道狭窄など  

・前立腺、精嚢疾患：先天異常、炎症、前立腺肥大症、前立腺癌など  

・陰嚢内容疾患：奇形、外傷、炎症、腫瘍など  

・陰茎疾患：奇形、外傷、炎症、腫瘍など  

２.泌尿器科学的検査の実施と解釈  

・経腹・経直腸的超音波検査  

・静脈性腎盂造影、尿道膀胱造影  

・尿流動態検査  

・膀胱鏡検査  

・逆行性腎盂造影  

・膀胱・前立腺生検  

３．泌尿器科的な保存的治療法の理解と実施 

・尿路カテーテル類に関する知識と管理およびその留置法  

・薬物療法に関する理解と実施  

・癌化学療法に関する理解と実施  

・放射線療法に関する理解  

・間歇的自己導尿の理解と患者指導  

・ウロストーマの管理  

４．泌尿器科的な手術療法の理解と実施  

・手術適応についての理解  

・術式についての理解  

・手術機器に関する理解  

・術中・術後合併症に関する知識と実際の対処  

・術前・術後管理に関する理解と実施  
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・手術記録の正確な記載  

５．腎不全の病態の理解と血液透析の理解・実施  

・腎不全の診断と治療法の理解・実施  

６．その他  

    ・良好な患者・医師間の信頼関係を築くことの重要性の理解  

        ・チーム医療における医師の役割についての理解  

        ・患者・家族に対するインフォームド・コンセント  

 

泌尿器科（山陰労災病院） 研修形態  

 

１）週間予定 

 

 午 前 午 後 

月  外来、検査、回診 ESWL、検査、病棟カンファレンス 

火  外来、検査、回診 手術 

水  回診 検査、ESWL 

木  回診 手術 

金  回診 検査、ESWL 

 

２）卒後教育プログラム  

ａ）研修開始 1 週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来、院内施 

設の利用法、諸規則、文献・カルテの検索法等の説明を受ける。  

ｂ）指導医のもとで指導を受ける。また、指導医と共に入院患者の主治医となり、 

診断・検査法を習得すると共に、外来・病棟カンファレンスおよび病棟回診の 

際に部長以下、全指導医による指導を受ける。  

ｃ）抄読会（毎月 1回）、研究会（不定期）、学会予行（不定期）に可能な限り参加 

する。  

 

３）指導体制  

  

指導責任者  泌尿器科部長 渡部 信之 （専門医） 

指導医責任者    第二部長 門脇 浩幸 （専門医） 
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泌尿器科（米子医療センター） 研修形態  

 

1）週間予定 

 

 午 前 午 後 

月 外来、手術 手術、検査、病棟回診 

火 外来、回診 検査 

水 回診、手術 手術、検査 

木 透析、回診 病棟カンファレンス、ESWL 

金 透析、回診 検査 

 

2）卒後教育プログラム  

ａ）入院患者については指導医のもとで主治医として診療に従事し、泌尿器科的診 

断法や検査法を修得するとともに、手術にも立ち会う。疑問点や問題点は病棟 

カンファレンスで議論し、指導を受けるとともに治療方針などを決定する。  

ｂ）外来診療では、問診、外来検査などを中心に、頻度の高い泌尿器科疾患への理 

解を深める。  

ｃ）維持期透析患者の透析手技（血液透析、腹膜透析）を学び、透析に対する知識 

を深める。  

3）指導体制  

 

指導責任者  泌尿器科医長 高橋 千寛 （専門医・指導医）

指導医責任者  泌尿器科医長 高橋 千寛 （専門医・指導医）

指導医  引田 克弥 （専門医） 
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選択科目１０、耳鼻咽喉科（頭頸部外科）  

 

１）概略  

このプログラムは、選択ローテイションとして耳鼻咽喉・頭頸部外科を選択する 

場合のプログラムである。  

２）内容と方法  

耳鼻咽喉・頭頸部外科領域のプライマリケアに必要な基本的な知識と技術の修得 

を目的とする。特に頻度が多い疾患と適切な処置を行わなければ致死的な経過をと 

る可能性のある疾患を中心に研修する。  

基本的な研修の内容とスケジュールは指導医が立案するが、特別な希望のある場 

合には、研修開始までに申請すれば、研修の内容とスケジュールを指導医と相談し 

決めることも可能である。  

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

耳鼻咽喉・頭頸部外科領域のプライマリケアに必要な基本的な知識と技術の 

修得を目的とする。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．基本的な診察手技  

・鼻鏡を用いて鼻腔を所見し記載  

・口腔および中咽頭を所見し記載  

・後鼻鏡を用いて上咽頭および後鼻孔を所見し記載  

・喉頭鏡を用いて喉頭おおび下咽頭を所見し記載  

・耳鏡を用いて外耳と鼓膜を所見し記載  

・頸部の触診し所見を記載  

・ファイバースコープによる鼻腔、咽頭、喉頭を所見し記載  

・顕微鏡を用いての診察  

 ２.基本的な検査  

・標準純音聴力検査の施行と結果の説明  

・語音聴力検査の施行と結果の説明  

・自記ｵｰｼﾞｵﾒﾄﾘｰの施行と結果の説明  

・Tympanometry の施行と結果の説明  

・アブミ骨筋反射検査の施行と結果の説明  

・ABR の施行と結果の説明  

・標準平衡機能検査の施行と結果の説明  

・頭位および頭位変換眼振検査の施行と結果の説明  

・温度眼振検査の施行と結果の説明  

・視標追跡検査（非定量）の施行と結果の説明  

・視運動性眼振検査（非定量）の施行と結果の説明  

・嗅覚検査の施行と結果の説明  

・鼻腔通気度検査の施行と結果の説明  

・鼻汁中好酸球検査の施行と結果の説明  

・音声検査の施行と結果の説明  

・味覚検査の施行と結果の説明  

・扁桃誘発試験の施行と結果の説明  

３．基本的な画像検査  

・単純耳Ｘ線写真の読影  

・単純副鼻腔Ｘ線写真の読影  
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・単純咽頭および喉頭Ｘ線写真の読影  

・下咽頭および食道造影の施行と読影  

・頭頸部 CT および MR の読影  

・唾液腺造影の施行と読影  

４．耳疾患  

・急性化膿性中耳炎の診断と保存的治療  

・滲出性中耳炎の診断と保存的治療  

・耳痛の原因の鑑別診断  

・突発性難聴の診断と治療  

・急性感音難聴の原因の鑑別診断  

・小児難聴の診断  

・メニエール病の診断と治療  

・末梢性と中枢性眩暈の鑑別診断  

・補聴器の適応を診断  

５．鼻疾患  

・慢性副鼻腔炎の診断と保存的治療  

・アレルギー性鼻炎の診断と保存的治療  

・鼻閉の原因の鑑別診断  

・嗅覚障害の診断  

・鼻漏の原因の鑑別診断  

・副鼻腔腫瘍の診断  

・鼻出血の原因の鑑別診断  

・単純性鼻出血の止血処置  

６．口腔・咽頭疾患  

・急性腺窩性扁桃炎の診断と治療  

・扁桃周囲炎および扁桃周囲膿瘍の診断と治療  

・白苔の付着する扁桃疾患の原因の鑑別診断  

・扁桃腫脹の原因の鑑別診断  

・高度の咽頭痛の原因の鑑別診断  

・アデノイド増殖症の診断と治療  

・病巣感染症の診断  

・口内乾燥の原因の鑑別診断  

・簡単な異物の除去  

・睡眠時呼吸障害の診断  

７．喉頭疾患  

・急性喉頭蓋炎の診断  

・喉頭異物の診断  

・嗄声の原因の鑑別診断  

・急性の呼吸困難の原因の鑑別診断  

８．気管・気管支疾患 

・気管・気管支異物の診断  

・気管・気管支異物の治療  

・気管狭窄の診断  

９．食道疾患および嚥下障害  

・食道異物の診断  

・食道異物の治療  

・嚥下障害の診断  
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・嚥下機能の評価  

10．外傷  

・側頭骨骨折の診断  

・鼻骨，上顎骨，頬骨骨折の診断  

・眼窩底吹抜け骨折の診断  

・喉頭外傷の診断  

11．手術  

・鼻骨骨折整復術の施行  

・アデノイド切除術の施行  

・口蓋扁桃摘出術の施行  

・気管切開術の施行  

・鼓膜切開術の施行  

・鼻茸切除術の施行  

 

耳鼻咽喉科 （山陰労災病院）研修形態 

 

１）週間予定 

 

 8:30〜  午 前      午 後 

月  一般外来、病棟業務  手術 

火  一般外来、病棟業務 
小児難聴外来  

めまい外来 
症例検討会 

水   手術（病棟業務）  手術 

木  一般外来、病棟業務 
補聴器外来  

めまい外来 
症例検討会 

金  一般外来、病棟業務  手術 

 

２）卒後教育プログラム 

ａ）一般社会人，医師，研究者としての基礎的研修を目的とする。 

ｂ）耳鼻咽喉科領域の頻度の高い疾患，救急疾患および適切な処置をしなければ致 

死的となる疾患を中心に研修を行う。 

ｃ）形成外科的手法を含めた頭頸部外科手術の基本を研修する。 

 

３）指導体制  

 

指導責任者  副院長（耳鼻咽喉科部長） 杉原 三郎 （専門医） 

指導医責任者        第二部長 門脇 敬一 （専門医） 
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選択科目１１、眼科  

 

１）概略  

このプログラムは、選択ローテーションとして眼科を選んだ場合に、眼科的検査・処 

置、眼科疾患の診断と治療についての到達目標を示したものである。  

２）内容と方法  

研修は外来と病棟の両方において行う。外来では指導医のもとで視力、視野、眼圧検 

査など一般的眼科検査を実践し、その修得を目標とする。病棟においては指導医のもと 

で、常に 2〜3人の入院患者を担当し、眼底検査，細隙灯顕微鏡検査に習熟すると同時に 

白内障、緑内障，角膜疾患、網膜疾患など主要な眼疾患の診断と治療について研修する     

また、症例検討会や担当の患者の手術に積極的に参加することによって眼科診療につ 

いての理解を更に深める。  

３）到達目標  

   Ⅰ. 一般目標  

      高齢化社会とともに増加する眼科疾患に対応するために、基本的眼科検査を修得し、 

     眼科疾患の診断・治療についての専門的知識を身につけることを目標とする。 

   Ⅱ. 具体的目標 

１.検査項目  

・視力・屈折検査  

・視野検査  

・眼圧測定  

・眼底検査  

・細隙灯顕微鏡検査  

・色覚検査  

・眼位・眼球運動検査  

・超音波検査(眼軸長，眼球・眼窩断層)  

・眼底カメラ・螢光眼底造影  

  以上のような検査手技を収得し、総合的に診断できることが到達目標である。  

２.処置項目  

・点眼処置  

・涙道通水テスト  

・結膜下注射  

・球後注射  

・眼鏡・コンタクトレンズ処方  

  眼科的処置の習得が目標である。  

３.眼瞼・涙器疾患  

・眼瞼腫瘍の診断  

・眼瞼下垂の診断  

・霰粒腫摘出術の助手能力  

・涙嚢炎の診断  

・涙道ブジー手技の習得  

 

４.結膜・角膜疾患  

・結膜炎の診断と治療  

・感染性結膜炎の正しい対処  

・結膜異物の除去  

・ドライアイの診断と治療  
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・角膜潰瘍の診断と治療  

・角膜異物の除去  

・角膜変性症の診断  

・翼状片手術の助手能力  

・角膜移植の概念と適応の説明  

５.白内障  

・白内障の診断  

・白内障の治療計画の説明  

・白内障の術前検査  

・白内障手術の助手能力  

・白内障手術後の合併症の対処  

６.緑内障  

・緑内障の診断  

・緑内障の治療計画の説明  

・緑内障の手術適応の説明  

・緑内障手術の助手能力  

７.網膜硝子体疾患  

・網膜血管の高血圧性，硬化性変化の判定  

・糖尿病網膜症の病期の判定  

・網膜剥離の診断  

８.ぶどう膜炎  

・ぶどう膜炎の診断  

・ぶどう膜炎に必要な検査の実施  

・ぶどう膜炎の治療方針についての説明  

９.視神経疾患・眼球運動障害 

・視神経炎の診断  

・視神経炎の治療方針の説明  

・眼球運動障害の診断  
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眼科（山陰労災病院） 研修形態  

 

１）週間予定  

 

 
午 前 午 後 備考 

月 一般外来 

他科入院患者の診察 

病棟業務 

予約検査（PC,FA 等） 

医局会・抄読会 

火 一般外来 手術  

水 一般外来 他科入院患者の診察  

木  手術 病棟業務  

金 一般外来 予約検査（PC,FA 等）  

 

 

２）卒後教育プログラム 

ａ）鳥取大学にて毎週月曜日に医局会、症例検討会、抄読会、レクチャーがあり、研修

医は必ず受講する。  

ｂ）不定期に開催される鳥取大学眼科の研究会、特別医局会には必ず参加する。  

 

３）指導体制  

指導責任者  眼科医師  川口 亜佐子 （専門医）  
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選択科目１２、放射線科  

 

１）概略  

このプログラムは、放射線科を選択科目として研修する場合のものである。 

２）内容と方法  

放射線科学の広範な知識を深めることを目指す。放射線診療は放射線診断，放射線 

治療、IVR(interventional radiology)に大別できるが、放射線診断、IVR に関する基 

礎知識、基本的技術を習得する。放射線科専門医の指導のもとに超音波検査、CT、MRI、 

RI、血管撮影、IVR などの画像診断法の基礎的事項、基本的手技を習得する。  

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

     一般臨床医に必要とされる診療能力を身につけるために、各種画像診断法，血管 

撮影、IVR に関する知識、基本的手技、読影法を修得する。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．超音波検査、CT、MRI 

・装置、検査法の基本的原理、方法の理解  

・注意事項(造影剤の禁忌項目，慎重投与項目などを含めて)の把握  

・概要の理解と患者への説明  

・Scan 方法などについての適切な指示の実施  

・読影の実施  

２．RI  

・装置、検査法の基本的原理、方法の理解  

・注意事項(禁忌項目，慎重投与項目などを含めて)の把握  

・概要の理解と患者への説明  

・読影の実施  

３．血管撮影、IVR  

・装置、検査法の基本的原理、方法の理解  

・注意事項(造影剤の禁忌項目、慎重投与項目などを含めて)の把握  

・概要の理解と患者への説明  

・読影の実施  

・血管の穿刺、腫瘍血管の造影、止血の実施  

・IVR 施行時の患者管理の実施 

・簡単な症例について血管撮影、IVR の施行  
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放射線科 （山陰労災病院）研修形態  

 

１) 週間予定  

 

 午  前 午  後 その他 

月 画像診断 IVR・画像診断 外科カンファレンス 

火 画像診断 IVR・画像診断 
外科、消化器内科 

カンファレンス 

水 画像診断 IVR・画像診断  

木 画像診断 IVR・画像診断 
外科、消化器内科 

カンファレンス 

金 画像診断 IVR・画像診断  

 

２) 卒後教育プログラム  

１）放射線治療の基礎的事項を理解し、治療計画をはじめ治療効果と副作用など実 

践的経験を積む。  

２）RI  検査の基本的事項を理解し、読影を行なう。 

３）CT,MRI 検査における適応と禁忌及び造影剤の副作用など基本的事項を理解し、 

読影の経験を積む。  

４）他科との検討会には積極的に参加する。 

５）放射線治療学に関しては一部協力型臨床研修病院で研修する場合がある。  

 

３) 指導体制  

指導責任者    放射線科部長 井隼 孝司 （専門医） 
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選択科目１３、呼吸器外科 

 

  このプログラムは、放射線科を選択科目として研修する場合のものである。 

 

１． 基本的治療・検査・手技 

  １）行動目標 

・ 一般外科診療に必要な基本的事項（構造、機能、病因、病理病態）を理解できる。 

・ 手術患者の術前状態を評価し、管理を適切に行える。 

・ 診断技術（問診、診察、基本的検査、特殊検査など）の理解と実施および病態の 

 評価ができる。 

・ 一般外科的治療（手術方法）の理解と実施および説明ができる。 

・ 述語合併症とその管理法を理解し、実践できる。 

  ２）研修方略 

・ 症例検討会に出席し、疾患と手術法を理解し、積極的に発言する。 

・ 症例を通じて、症状、理学所見、検査法を理解し、実践する。 

・ 指導医について手術の計画を立案して実践し、周術期管理に精通する。 

・ 研修技術項目 ：切開排膿、創傷縫合、腫瘍・リンパ節の穿刺、生検中心静脈栄 

養、人工呼吸器の取り扱い 

２． 呼吸器（肺・胸膜・横隔膜・縦隔） 

  １）行動目標 

・ 呼吸器外科診療に必要な問診、診察、検査、手術を理解する。 

・ 呼吸器疾患の鑑別と画像診断（胸部Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩ）、および検査手技（超 

音波、気管支鏡、胸腔鏡、血管造影）ができる。 

・ 呼吸器外科の基本手技（胸腔、心嚢ドレナージ）を修得する。 

・ 呼吸器疾患の評価と外科治療を含めた治療計画が立案できる。 

・ 呼吸器手術を理解し、周術期管理ができる。 

  ２）研修方略 

・ 基本事項を学習した上で、指導医について診療手技を習い、実践する。 

・ 症例検討会に出席して、疾患と手術を理解し、積極的に発言する。 

・ 症例に応じて、治療計画（手術）を立案して実践し、周術期管理ができる。 

・ 修得技術項目 ：胸腔（心嚢）ドレナージ胸腔鏡手術全般気胸・血胸、膿胸手術 

肺良性腫瘍、肺癌、転移性肺腫瘍手術縦隔腫瘍手術胸壁、横隔 

膜手術 

３． 乳腺・内分泌（甲状腺・副甲状腺・副腎） 

  １）行動目標 

・ 乳腺・内分泌外科診療に必要な問診、診察、検査、手術を理解する。 

・ 乳癌および内分泌疾患の鑑別と検査（超音波、マンモグラム、ＣＴ、MRI 穿刺吸 

引細胞診）を施行し理解できる。 

・ 乳腺、内分泌疾患の評価と外科治療を含めた治療計画が立案できる。 

・ 乳腺、内分泌疾患を理解し、周術期管理ができる。 

  ２）研修方略 

・ 基本事項を学習した上で、指導医について診療手技を習い、実践する。 

・ 症例検討会に出席して、疾患と手術を理解し、積極的に発言する。 

・ 症例に応じて、治療計画（手術）を立案して実践し、周術期管理ができる。 

・ 修得技術項目 ：乳癌、良性乳腺腫瘍、乳腺炎手術甲状腺癌、甲状腺腫瘍、副甲 

状腺腫瘍、バセドウ氏病手術副腎腫瘍手術 
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４． 血管（動脈、静脈） 

  １）行動目標 

・ 血管外科診療に必要な問診、診察、検査、手術を理解する。 

・ 血管疾患の鑑別と検査（超音波、血管造影）を施行し、理解できる。 

・ 血管疾患の評価と外科治療を含めた治療計画が立案できる。 

・ 血管手術を理解し、周術期管理ができる。 

  ２）研修方略 

・ 基本事項を学習した上で、指導医について診療手技を習い、実践する。 

・ 症例検討会に出席して、疾患と手術を理解し、積極的に発言する。 

・ 症例に応じて、治療計画（手術）を立案して実施し、周術期管理ができる。 

・ 修得技術項目 ：動脈瘤、動脈閉塞性疾患手術、薬物治療、動脈瘤手術 

深部静脈血栓症、肺塞栓症の薬物治療 

 

呼吸器外科（米子医療センター） 研修形態 

 

１）週間予定 

 

 午前 午後 

 8:30 9:00  16:30      17:00 

月 病棟回診 検査・カンファレンス 

火 病棟回診 手術 

水 外来診療 外来診療・手術 

木 手術 手術 

金    病棟回診・外来診療 検査 

 

２）卒後教育プログラム  

ａ）外来診療、手術、検査、カンファレンスを週間予定に従って、積極的に参加し 

て指導を受ける。  

ｂ）勤務時間外においても急患疾患などを指導医と行動をともにして、指導を受け 

る。  

ｃ）呼吸器外科の特殊性を理解して基本手技を修得し、治療指針を立案できるよう 

にする。 

 

３）指導体制 

 

指導責任者 呼吸器外科医長 鈴木 喜雅 （専門医） 

指導医 血管外科医長 新田 晋 （認定医） 

指導医  藤原 義和 （専門医） 
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選択科目１４、小児科  

 

１）概略  

このプログラムは小児科を選択研修する場合のプログラムである。 

２）内容と方法  

小児科学の広範な知識を深めることを目指す。病棟診療に際しては指導医の監督の下 

に共同で患者診察にあたり、診察方法の基本、小児の特性の理解、各分野の小児疾患へ 

の理解、診断のステッブ、検査及び治療の手技を修得する。外来診療においては、指導 

医の監督下に各種の疾患患児の診察、検査、治療に当たり、各専門分野の診療、慢性疾 

患患児のフォローの方法についての知識を得る。定例で開催される、病棟回診、カンフ 

ァレンス等に参加して小児科学への理解を深める。  

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

   小児科専門医に必要となる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得する。 

  発達・発育・栄養について正常と異常を判断する能力。小児の一般検査について理解 

  し、実施・評価する能力。小児科治療に必要な基本的手技。小児の高度医療とその適 

  応基準についての理解  小児救急疾患への初期対応能力。新生児・未熟児の生理及び 

  疾患を理解し､ 管理・治療する能力。小児保健への理解と保健指導する能力。 チーム 

  医療における医師の役割についての理解と実践。良好な患者医師間の信頼関係を確立 

  させるための理解と実践。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．血液・免疫  

・末梢血検査の正常値が分かる｡  

・末梢血液像・骨髄像が読める｡  

・白血病・固形腫瘍の鑑別診断ができる｡  

・貧血の鑑別診断ができる｡  

・凝固異常の診断・治療ができる｡  

・免疫不全症の診断ができる｡  

・小児悪性腫瘍の集学的治療法を説明できる｡  

・骨髄移植の概念とその適用を説明できる｡  

２.心疾患  

・病歴・診察の上、心疾患の有無をチェックして初期対応ができる｡ 

・心電図を記録し､ 異常の有無をチェックできる｡  

・川崎病を診断・治療することができる｡  

・発作性上室性頻脈など､ 主な不整脈の診断と治療ができる｡  

・心不全の診断と治療ができる。  

・超音波検査による心疾患の診断ができる。  

３．内分泌・代謝・先天異常 

・成長及び２次性徴の正確な評価ができる｡  

・先天奇形の正確な評価・外性器異常への初期対応ができる  

・新生児マススクリーニングの対応ができる｡  

・基本的な内分泌系､ 代謝系の臨床検査の試行及び評価ができる｡  

・代表的な内分泌代謝疾患の診断及び治療ができる｡  

・糖尿病の診断基準の理解と初期治療を行うことができる。  
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４．肝・消化器  

・一般的消化器症状の診断､ 治療ができる｡  

・急性腹症の診断と外科適応の判断ができる｡  

・各年齢における黄疸の鑑別診断ができる｡  

・腹部のＸ線・ＣＴ・ＭＲＩ・超音波の読影ができる｡  

・胃洗浄､ 高圧浣腸､ 直腸診が行える｡  

・腸重積の診断と治療ができる。  

５．神経  

・小児期の正常発達について理解し､ 発達の評価ができる｡  

・熱性痙攣及びてんかんについて診断､ 治療ができる｡  

・小児脳波が判読できる｡  

・痙攣重積の患者に対して正確で迅速な対処ができる｡  

・筋疾患､ 変性疾患､ 脳性麻痺等について必要な知識をもつ。  

６．腎  

・ネフローゼ症候群や腎炎､ 腎不全の診断と治療ができる｡  

・腎機能を把握できる｡  

・尿検査ができる｡  

・脱水と電解質異常の体液管理ができる｡  

・血液ガス所見の評価ができる｡  

・腎炎の病理組織の判定ができる｡  

・IVP､ KUB､ 腎エコーの読影ができる｡  

７．新生児  

・新生児仮死の分娩室での蘇生ができる｡  

・低出生体重児・早産児の栄養､ 水分の管理ができる｡  

・呼吸障害の診断､ 呼吸管理治療ができる｡  

・黄疸の原因の鑑別診断､ 治療ができる｡  

・新生児の血管確保､ 採血ができる｡  

・新生児感染症の診断､ 治療ができる｡  

・外表奇形の診断ができる｡  

８．アレルギー  

・アレルギー疾患の病歴聴取ができる｡  

・特異的 IgE 抗体・HRT についてその解釈ができる｡  

・呼吸機能検査の解釈ができる｡  

・抗原暴露を避けるための具体的な患者指導ができる｡  

・気管支喘息の診断と発作程度に応じた治療ができる  

・アトピー性皮膚炎患者に対して外用剤の使用法を指導できる｡  

・アナフィラキシーショック患者への適切な救急処置ができる｡  

９．感染症・膠原病  

・小児の発疹症を列挙し､ その鑑別ができる｡  

・小児の主な感染症の臨床像を把握し､ 適切な治療ができる｡  

・不明熱の鑑別診断ができ､ 適切に対応できる｡  

・ＴＯＲＣＨ症候群について説明することができる｡  

・小児感染症に対する主な治療薬剤について理解し使用できる。  

・予防接種の接種スケジュールを立てることができる｡  

・膠原病の診断､ 治療ができる｡  

 

 



10．その他  

・小児保健の重要性を理解し､ 発育・発達のチェックができる｡  

・チーム医療における医師の役割についての理解ができる。  

・良好な患者医師間の信頼関係を築くことの重要性を理解する。  

 

小児科（米子医療センター） 研修形態 

１) 週間予定 

 

 午前 午後 

月 主治医回診、一般外来（２診） 造影検査などの特殊検査、JC  

火 主治医回診、胃透視などの特殊検査 専門外来（アレルギー、その他慢性疾患）

水 主治医回診、一般外来（１診） 乳児検診、予防接種外来 

木 主治医回診、一般外来（２診） 症例検討会・病棟回診（腎生検） 

金 主治医回診、胃透視などの特殊検査 
専門外来（腎・膠原病・アレルギー、その

他慢性疾患） 

    金曜日 17:00～ 小児救急当直（適宜） 

土、日曜日 原則 午前中に主治医回診 

 

２) 卒後教育プログラム 

a)  オリエンテーション研修開始にあたって、小児科研修システム、小児病棟・外 

来システムの概要についての説明を受ける。同時に、小児科の各専門分野の機 

能分担、諸規則、カルテ・医療情報の収集方法についての解説を受ける。 

b)  症例検討会 

経験中の症例について、診断・治療方針に関しての検討を行う。 

c)  JC（Journal Club）   

指導医の指導のもとに一般小児科、専門分野の論文抄読を行い、症例による経 

験・知識をよりいっそう深める。 

d)  学会発表稀有な症例や有用な治療法に遭遇した場合には、指導医の指導のもと 

に学会報告を行う。 

 

３）指導体制 

研修医と共同して診療しながら直接の指導を行う指導医のほかに、卒後 7 年以上一 

般小児科研修を終えた指導医（全員が小児科専門医で当病院には現在２名）が、一般 

小児科・各専門分野について指導を行う。 

 

 指導責任者  小児科医長 林原 博  (小児科学会専門医) 

指導医  医  師 林 篤  (小児科学会専門医) 
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小児科（博愛病院）研修形態 

 

１）週間予定火、 

 

土曜日 17:00～ 小児救急当直（適宜） 

 

 午前 午後 

月 主治医回診（新生児、病棟） 予防接種外来、一般外来 

火 主治医回診、一般外来 
専門外来（B 型肝炎母児感染予防、慢性肝疾患・

腎疾患・消化器疾患）と特殊検査 

水 主治医回診（新生児、病棟） 乳児検診、一般外来 

木 主治医回診、一般外来 予防接種外来、症例検討会・病棟回診 

金 主治医回診（新生児、病棟） 新生児（３週）健診、一般外来 

土 主治医回診（新生児、病棟）  

日曜日 原則 午前中に主治医回診 

 

２）卒後教育プログラム 

a)  オリエンテーション研修開始にあたって、小児科研修システム、小児病棟・ 

外来システムの概要についての説明を受ける。同時に、小児科の各専門分野 

の機能分担、諸規則、カルテ・医療情報の収集方法についての解説を受ける。 

b)  症例検討会経験中の症例について、診断・治療方針に関しての検討を行う。 

c)  JC（Journal Club）  指導医の指導のもとに一般小児科、専門分野の論文抄 

読を行い、症例による経験・知識をよりいっそう深める。 

d)  学会発表稀有な症例や有用な治療法に遭遇した場合には、指導医の指導のも 

とに学会報告を行う。 

 

３）指導体制 

研修医と共同して診療しながら直接の指導を行う指導医のほかに、卒後７年以上一 

般小児科研修を終えた指導医（全員が小児科専門医で当病院には現在３名）が、一般 

小児科・各専門分野について指導を行う。 

 

 
指導責任者 小児科部長 原田 友一郎 （専門医） 

指導医責任者 小児科部長 飯塚 俊之  (専門医) 

指導医 小児科部長 福永 真紀  (専門医) 
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選択科目１５、産科婦人科   

 

このプログラムは産婦人科を選択研修する場合のプログラムである。 

１、 研修の目標  

１）救急を要する産科婦人科患者の初期診療に関する、一般臨床医としての臨床能力 

を身につける。  

２）女性の加齢と性周期による変化を理解し、その失調による疾患の診断、治療を理 

解する。  

３）妊娠・分娩ならびに新生児医療に必要な基礎知識を身につける。  

２、研修内容  

     産科婦人科は周産期、生殖・内分泌、婦人科の 3 分野からなり、それぞれ以下の項 

目を指導医のもとに研修する。  

１）周産期  

（１）正常妊娠・分娩・産褥 妊娠の診断、妊婦管理、分娩の取り扱い、産褥期の取 

り扱い、新生児の管理 

（２）異常妊娠・分娩・産褥  

① 異常妊娠・ハイリスク妊娠の診断と治療  

妊娠悪阻、子宮外妊娠、絨毛性疾患、流産、多胎妊娠、早産、前置胎盤、   胎 

盤早期剥離、妊娠中毒、胎児発育不全、non-reassuring fetal status、羊 

水異常、合併症妊娠（腫瘍、心血管疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、 泌尿 

器疾患、血液疾患、代謝内分泌・疾患、自己免疫疾患、感染症、精神神経 

疾患） 

② 異常分娩の取り扱い  

陣痛の異常、産道の異常、回旋異常、前期破水、癒着胎盤、産道損傷、  

分娩時異常出血、羊水栓塞、DIC  

③ 異常産褥  

子宮復古不全、産褥熱、乳腺異常  

２）生殖・内分泌  

性の分化・発育・成熟の異常、月経異常、思春期、不妊症・不育症の診断と治 

療、 避妊、婦人科心身症、更年期  

３）婦人科 性器の形態異常、性器の位置異常、 

子宮内膜症、性器の炎症・感染症、性行為感染症、婦人科腫瘍、絨毛性疾患  

附１ 適応、術式、周術期管理に関する知識を身につけたい手術 

帝王切開術、単純子宮全摘術、拡大子宮全摘術、附属器摘出術、膣式子宮全 

摘術、 膣壁形成術、腹腔鏡下附属器摘出術、腹腔鏡補助下膣式子宮全摘術、 

人工妊娠中 絶術、頸管縫縮術、子宮鏡手術  

附２ 方法、意義、判定について知識を得たい検査  

婦人科細胞診、コルポスコピー、経膣・経腹超音波検査（断層、血流計則）、  

ホルモン測定、腫瘍マーカー、精液検査、胎児心拍数図、骨盤レントゲン、 子 

宮卵管造影、CT,MRI、羊水検査  
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産科婦人科（博愛病院） 研修形態 

 

１）週間予定 

 

 午前 午後 

月 産科婦人科外来 手術 

火 産科婦人科外来 手術 

水 産科婦人科外来 手術 

木 産科婦人科外来 手術 

金 産科婦人科外来 カンファレンス 

土 産科婦人科外来  

 

２）教育プログラム 

ａ）研修開始１週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来システム、 

研究診療グループの説明を受ける。同時に、院内施設の利用法、諸規則、文献 

やカルテの検索法について説明を受ける。また、その後も随時、院内共同施設 

や共同機器の説明会があり、研修医にはその受講が義務づけられている。 

ｂ）研修医が参加できる教育プログラムとしては、午前中の一般外来診察および妊 

婦健診、午後に予定されている手術介助、および病棟回診・症例検討会・各種 

カンファレンスおよび抄読会（生殖内分泌、周産期、腫瘍）である。 

ｃ）研究会、学会予行（不定期）に可能な限り参加する。 

 

３）指導体制 

指導責任者  病院参与 伊藤 隆志 （専門医） 

指導医責任者  産科婦人科部長 石原 幸一 （専門医） 
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選択科目１６、皮膚科  

 

１）概略  

   選択科目として皮膚科学分野の基礎研修を行うプログラムである。  

２）内容と方法  

皮膚疾患の基礎知識と診断のための基本的な技術を身につける。 病棟診療では指導 

医の監督下で、入院患者を担当する。皮膚科入院から退院までに必要なあらゆる事項 

(皮疹の見方、記載法、疾患の理解と必要な検査の計画、治療方針の立て方、術前検査、 

手術および記録、術後管理など)を指導医の管理・指導のもとに立案施行する。  

外来診療においては、皮膚科的な問診の取り方や真菌検査法、外来診察医による記 

載皮膚科学の伝授、薬物療法や光線療法の直接指導、皮膚生検法の習得などの知識と 

技術を得る。  

３）到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

皮膚科医に必要とされる以下の知識・技能・態度の基本的部分を修得する。  

● 皮膚の発疹学について正確に判断する能力。   

● 皮膚科学的検査について理解し、実施・評価する能力。   

● 皮膚科治療に必要な基本的手技。   

● 熱傷の病態生理及び重症度を理解し､ 管理・治療する能力。   

● 良好な患者・医師間およびスタッフ間の信頼関係を築くための理解と実 

  践。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．一般診断学  

・病歴の記録  

・現症の」記録  

・適切な一般検査オーダーの指示  

２. 発疹学  

・原発疹の理解  

・続発疹の理解  

・粘膜疹の理解  

・皮疹の視診と触診ができ、発疹学を用いての記載  

３．皮膚科検査法  

・ 皮膚アレルギー試験（貼布試験、光パッチテスト、皮膚プリックテスト、皮 

       内テスト）の実践  

・光線過敏症試験（MED 測定,UVA 照射試験,UVB 照射試験）の実践  

・皮膚描記法の実践  

・硝子圧法の実践  

・真菌の直接検鏡と培養のための検体採取、疥癬虫の検鏡の実践  

・薬疹検査法の理解  

・皮膚生検法の実践  

４．皮膚病理組織学  

・皮膚の正常構造の理解  

・炎症性皮膚疾患の病理組織像の理解  

・感染性皮膚疾患の病理組織像の理解  

・腫瘍性皮膚疾患の病理組織像の理解  

５．皮膚の治療学  

a. ステロイド外用療法  
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・ステロイド外用薬の概要と薬効のランクによる分類の理解  

・単純塗布、ODT 療法、亜鉛華単軟膏重層塗布などの各種外用方法の習得  

・外用療法の適応・禁忌及び長期／短期での局所性副作用や接触皮膚炎の習得  

b. 抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬  

・薬理作用と適応疾患の理解  

・副作用と使用上の注意についての理解  

・使用法と適応疾患の理解と実際の処方の実践  

c. 光線療法 

・PUVA 療法の適応疾患と治療の実際を習得する。  

・UVB 療法の適応疾患と治療の実際を習得する。 

d. 皮膚外科  

・消毒法、局所麻酔法の習得  

・注射針による穿刺とメスを用いた切開法の習得  

・皮膚縫合法の理解とその技術の習得  

・皮膚切開のデザインと簡単な局所皮弁による再建の実践  

      e. 熱傷 

     ・熱傷面積の算出  

・熱傷の深度の判断  

・気道熱傷の有無の判断  

・熱傷の重症度分類（熱傷指数：burn index 等）の算定  

６. 患者指導とコミュニケーション  

・ベッドサイドで常に的確な指示及び説明の実践  

・本人および家族へ分かりやすい病状説明の実践  

・人間的なコミュニケーションの実践  

・医者同士、医療スタッフ間において常識的なコミュニケーションの実践  
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皮膚科（山陰労災病院） 研修形態 

 

１）週間予定 

 

 午 前 午 後 

月 外 来 病棟診療 

火 外 来 病棟診療 

水 外 来 病棟診療 手術 

木 外 来 病棟診療 

金 外 来 病棟診療 

 

２）卒後教育プログラム  

皮膚疾患の基礎知識及び発疹学や診断のための基本的な技術を身につけ、標準的な 

皮膚科治療学の概略を習得する。 

 

３）指導体制 

 

   指導責任者  皮膚科部長  三島 エリカ （専門医） 
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選択科目１７、精神科  

 

１）概略 

このプログラムは、選択必須科目の１つとして精神科を研修するプログラムであると 

 ともに、さらに精神科を追加して研修する場合のプログラムでもある。 

２）内容と方法  

精神医学の広範な知識を深めることを目指すとともに、精神科一般診療の基本である、 

患者面接、諸検査、精神疾患の診断と治療計画に関する手技を修得すること、精神科患 

者に対する優れた理解力と共感を持ち、人権尊重の基本理念とその具体的方法を身につ 

ける。外来診療においては、指導医の監督下に各種の疾患患者の診察、検査、治療に当 

たり、各専門分野の診療、コンサルテーション・リエゾン精神医学、精神科リハビリテ 

ーションの方法、地域医療、法と倫理についての知識を得る。定例で開催される、病棟 

回診、医局カンファレンス、専門グルーブのミーティング等に参加して精神医学への理 

解を深める。  

３）到達目標  

  Ⅰ. 一般目標  

    心を病む人々に対する優れた理解力と共感を持ち、人間尊重の基本理念とその具体的 

方法を身に付け、さらに人間同士のコミュニケーション能力を高め、人間的資質を成長 

させるために、精神疾患や心療内科疾患全般のより専門的な診療知識および技能を修得 

する。 

Ⅱ. 具体的目標  

１．精神科における患者面接法の修得  

・患者に共感的に接し、面接ができる｡  

・精神症状を的確に把握できる｡  

・精神症状を専門用語で記載でき、診療録に記載できる｡  

２.代表的精神疾患の診断、鑑別診断の知識の修得  

・精神疾患の診断基準を理解できる｡  

・診断基準を用いて、診断および鑑別診断ができる｡  

・診断に基づいた適切な治療法の選択ができる｡  

・入院の必要性について判断し、実行できる｡  

・うつ病の診断と治療ができる｡  

・統合失調症の診断と治療ができる｡  

・不安障害の診断と治療ができる｡  

・アルコール依存症の診断と治療ができる｡  

・症状精神病の診断と治療ができる｡  

・痴呆の診断と治療ができる｡  

・心身症の診断と治療ができる｡  

・てんかんの診断と治療ができる｡  

・不眠症の診断と治療ができる｡  

３．精神療法の基礎知識の修得  

・精神療法の概念が理解できる｡  

・支持的精神療法の実践ができる｡  

・自律訓練法の実践ができる。  

4．精神科薬物療法の基礎知識の修得  

・向精神薬の概念が理解できる｡  

・向精神薬の薬理作用が説明できる｡  

・向精神薬の副作用や特徴が説明できる。  
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・向精神薬の疾患および症状に対する的確な選択ができる ｡  

・向精神薬の副作用を的確に把握し、それを防止できる｡  

・向精神薬の効果を的確に判定できる。  

5．心理テストの理解とその基本的手技の修得  

・心理テストの概念が理解できる｡  

・疾患に応じた心理テストの選択ができる｡  

・心理テストを実施できる｡  

・心理テストの結果の判読ができる｡  

6．その他精神科補助検査法の理解とその基本的手技の修得  

・脳波の記録ができる｡  

・脳波記録の判読ができる｡  

・髄液検査ができる｡  

・頭部 CT、MRI の読影ができる｡  

・その他の補助検査法の判読ができる。  

7．精神科救急患者対応の基礎知識とその基本的手技の修得  

・精神科救急患者の対応が説明できる｡  

・精神運動興奮患者の対応、治療ができる｡  

・自殺の恐れの強い患者への対応ができる｡  

・自殺未遂後の患者の対応、治療ができる｡  

・他害行為を行った患者への対応ができる｡  

・救命救急が必要な患者の対応ができる｡  

８．リエゾン・コンサルテーション精神医学の基礎知識とその基本的手技の修得  

・他科からの依頼患者と面接ができる｡  

・他科の患者の精神科的診断と適切な意見を述べることができる｡  

・他科の医療スタッフ、家族に対して適切な精神医学的助言を行える。  

・せん妄に対する精神医学的対応、治療ができる｡  

・身体疾患に伴う不眠に対する対応、治療ができる｡  

・癌患者に対する精神医学的対応、治療ができる｡  

  ９．精神科リハビリテーションの基礎知識の理解とその基本的知識の修得  

・精神科リハビリテーションの概念とその適用を説明できる｡  

・患者に対応して精神科リハビリテーションを選択し、呈示できる  

・作業療法、レクレーション等に参加し、その役割の理解ができる｡  

 １０．地域精神医療に関する基礎知識と実践修得  

・作業所、デイケア、社会復帰施設等の社会資源を説明できる｡  

・作業所、デイケア、社会復帰施設等で、患者と時間の共有ができる｡  

・社会資源についての組織と利用方法、施設の人々との連携ができる｡  

・精神保健福祉法に関連した書類、診断書の作成ができる｡  

 １１．法と倫理に関する基本的知識の理解  

      ・精神保健福祉法の概念を理解し、説明できる｡  

・精神保健福祉法に基づく、入院医療の適用を理解、実践できる。  

・精神科鑑定診療に陪席し、その重要性を理解する。  

・法と倫理の視点から自らの行動を点検する態度の重要性を理解する。  

・良好な患者医師間の信頼関係を築くことの重要性を理解する。  

 

 

 

 



 精神科(心療科)研修形態 （山陰労災病院＋米子病院） 

１）週間予定  

 

 午   前 午   後 

 8:00     8:20         13:30                15:00 

月 病棟回診 外来診察 病棟回診  外来診察 

火 病棟回診 外来診察 
14:00           

病棟カンファレンス
病棟診察 

水 病棟回診 外来診察 病棟面談  外来診察 

木 病棟回診 外来診察 集団療法  病棟診察 

金 病棟回診 外来診察 外来診察・メンタルヘルス相談 

 

２）教育プログラム 

a)病棟回診、外来診察、カンファレンス等には可能な限り参加する。  

b)外来診療を中心に診断プロセスを修得する。 

c)本院には精神科閉鎖病棟がないため、研修の一部を米子病院で行う。

  

３）指導体制 
 

指導責任者 山陰労災病院 

精神科(心療科)部長

高須 淳司 (精神保健指定医)  

指導責任者 米子病院 鎌田 修 (精神保健指定医) 
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選択科目１８、「地域保健」 

 

１ 概略 

このプログラムは、「地域保健」を選択研修する場合のプログラムである。 

２ 内容と方法 

医師は、臨床の場以外にあっても、常に、適切な保健指導をも行なうべきこと 

が求められている。また、今日の複雑な社会においては、医療の社会性や予防医療 

に関した基本的な態度、技能、知識を身につけることも求められている。 

「地域保健」プログラムの実践の場としての保健所、介護老人保健施設、 

あるいは産業保健活動を積極的に推進している産業保健推進センター・地域産業保 

健センターや献血に代表される血液事業を行なっている赤十字血液センターなどで 

の他種類の専門職による業務を理解し実践することは、研修医にとって、地域医療 

や公衆衛生に関する社会的ニーズを認識するとともに、こうした社会的ニーズに適 

切に対応できる経験を得ることが出きる絶好の機会である。 

「地域保健」研修においては、ヘルスプロモーションを基盤とした地域保健、 

健康増進活動、職場における健康管理及びプライマリーケアからリハビリテーション、 

更には福祉サービスに至る連続した包括的な保健福祉医療を理解し、公衆衛生の重要 

性を実践の場で学ぶと共に地域保健行政における医師の役割を理解することを目的 

している. 

 

３ 到達目標 

Ⅰ．一般目標 

（１）根拠法令に基づいた地域保健活動を理解する。 

（２）地域の健康づくりを経験し、ヘルスプロモーションの概念を理解する。 

（３）小児から高齢者までの生涯を通じた実生活に直結した健康づくりに関する保 

健指導について理解する。 

（４）患者が適切な医療を受けること、及び関係する制度を利用することが出きる 

ための連続した支援体制について理解する。 

（５）結核、食中毒、感染症等の事例への適切な対応を通じて、地域の健康危機管 

理を理解する。 

（６）安全な医療を実践するための体制について理解する。 

（７）医師が扱う死亡診断書等の公的文書を適切に記載できる。 

Ⅱ．具体的目標  

  本院では、地域保健研修として、「産業医活動の実践」「介護施設での研修」 

「血液センターでの研修」の３つを選択できる。１ヶ月間に複数のプログラムも 

 選択研修可能であり、特定医療現場での経験必須項目の一部を研修できる。 

 

（１）産業保健活動等の研修プログラム 

 職場における健康管理を中心に、健康教育、総括管理、健康増進活動、有害 

業務管理等について理解すると共に実践し、実際の産業現場における医師とし 

ての基本的な知識、技能、態度を身につける。 

 １、一般目標 

A,健康管理について 

１）健康管理システムの在り方を理解し説明できる。 

２）健康診断計画に参画する。 

３）健康診断結果の評価方法を行え、精度管理を理解する。  

４）健康診断結果の事後措置を実践できる。  
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５）企業内外の健康管理組織、健康診断委託機関の活動を理解する。  

６）メンタルヘルスを理解し、実践できる。  

７）一次予防や疾病管理について説明できる。  

８）災害時の救急処置について理解し、体験する。  

９）労働災害、業務上疾病、労災保険について説明できる。 

B.健康教育、健康増進、総括管理について  

１）個人の疾病予防、健康保持・増進のための健康教育に参画する。  

２）産業医活動に必要な倫理を理解する。  

３）産業保健活動の円滑な実施のための関連部署との連携について理解する。  

４）職場巡視を体験し、意義を理解する。  

５）衛生委員会に参加し、意見を述べる。  

６）産業医学に関する情報収集の方法を理解する。  

７）健康増進活動を理解し実践する。  

C.有害業務・安全管理について  

１）就業条件、作業工程、作業内容について理解する。  

２）作業管理の意義を理解し、参画する。  

３）有害条件をリストアップし、その評価に参画する。  

４）作業環境測定結果と健康診断結果を関連付けて説明できる。  

５）基本的保護具の目的を理解し、装着方法を体験する。  

６）安全管理の原理と方法を理解し、専門家への協力を説明・依頼できる。  

７）人間工学を理解し、実践できる。  

 ２、研修目標 

①労働衛生対策について 

労働衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育につ 

いて理解し、職場巡視などの経験をする。 

②快適な職場環境の形成について 

  安全衛生法に基づく快適職場づくりについて理解し、参加する。 

 ③健康確保対策の推進について 

    職場の健康診断の実施の意義を理解し、健康診断実施後の措置について指示 

が出せるよう経験する。また、企業における健康保持増進対策の組織と体制に 

ついて理解し、産業医の役割を経験する。 

④地域産業保健センター・都道府県産業保健推進センターの役割を理解し、その 

業務に参加・経験する。 

⑤職場における化学物質の管理について理解する。 

⑥騒音障害、職業性疾病である粉塵障害、電離放射線障害及び振動障害防止対策 

や職場における腰痛及び熱中症予防対策等について理解し、適切な指示が出せる 

よう経験する。 

 

 

⑦作業環境の評価に基づく作業環境管理について理解し、適切な指示が出せるよ 

う経験する。 

⑧職場における喫煙対策について理解し、事業場において関係者が講ずべき原則 

的な措置について指示することが出きるよう経験する。 

⑨労働衛生関係法令・通達等について理解する。 
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３、週間予定 

 

 午 前 午 後 

月 基本ガイダンス 推進センター業務見学・参加・実践

火 基礎研修 工場実地見学・巡視 

水 基礎研修 安全衛生委員会参加・健診 

木 基礎研修 職場の健康増進 

金 基礎研修 まとめ 

 

 ４、指導体制 

       川崎寛中    鳥取産業保健推進センター 

       中島雪夫    島根産業保健推進センター 

       徳盛 豊         王子製紙米子工場産業医    

          那須 吉郎    振動障害センター長（労働衛生コンサルタント） 
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（２）介護保険制度、地域リハ、痴呆疾患対策等の研修プログラム 

１）介護保険制度の概要及び認定調査や審査会の実際を理解する。 

２）介護の現場や介護予防事業、地域リハビリテーション等を理解する。 

３）痴呆患者の現状及びその対策について理解する。 

済生会 地域ケアセンター 

鳥取県済生会介護保健施設 はまかぜ（週間予定） 

 

 午前 午後 医師 
理学療法 

作業療法 

月 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操、おむつ交換）

環境調整 

（加湿器、換気、空調）

シーツ交換、作業療法 

 訪問リハビリ

火 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操、おむつ交換）

判定会議  

サークル活動 

判定会議 訪問リハビリ

水 

入所者・通所者の介護者 

（歯磨き、爪切り、入浴、

体操、リハビリ、おむつ交

換、おやつ摂取、レクリエ

ーション） 

入所者・通所者の介護者

（ゲーム、レクリエーシ

ョン、体操） 

ケアセンター会議 

回診（神経内科 

処方 

ケアカンファレンス 
訪問リハビリ

木 
入所者・通所者の介護 

（同上） 

入所者・通所者の介護 

（同上）  訪問リハビリ

金 
入所者・通所者の介護 

（同上） 

入所者・通所者の介護 

（同上） 

回診（神経内科 

処方 

ケアカンファレンス 
訪問リハビリ

 

１、研修医は、期間内において在宅ケア事業の業務について習得する。ガイダン 

ス及び基礎研修を受ける。 

・介護保険制度の概要 

・介護予防、地域リハビリ、痴呆対策 

・介護老人保健施設の機能と役割 

・院内感染対策、医療安全対策について研修 

 

週間予定（月から金までの業務や随時の訪問について実地に経験する。） 

・在宅介護支援センター業務   総合相談、高齢者実態把握、介護予 

防プラン作成、緊急通報システム事 

業、家族介護教室（12 回／年） 

転倒予防（ふれあいの家）事業 
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・居宅介護事業所業務    訪問、連絡調整、サービス担当会議、 

ケアプラン作成、モニタリング、ケ 

アプラン見直し 

・ホームヘルプステーション業務 訪問による介護サービス 

・訪問看護ステーション業務 訪問診察、転倒予防事業への参加 

２、介護老人保健施設業務 

歯磨き、入浴、爪切り、オムツ交換、シーツ交換、食事介助体操、レクリ 

エーション、理学療法、作業療法 

３、在宅会議御支援センター業務 

１）総合相談 

高齢者又は家族の介護等に関するニーズに対応した保健・福祉サービ 

スが円滑に利用出来るように支援する。 

２）高齢者実態把握作成 

地域の要援護高齢者等の心身の状況及び生活の実態把握を行い、介護 

ニーズ等の評価を行なう。 

３）介護予防プラン作成 

要介護状態になる危険因子の高い方に対して、出来る限り寝たきり等 

要介護状態にならないための適切な介護予防サービスを利用できるよ 

うに支援する。 

４）緊急通報システム事業 

緊急通報システム設置者に対して、緊急時の適切な対応と月１回の定 

期的な訪問を行なうことにより安心した独居生活を行えるように支援 

する。 

５）家族介護教室事業 

地域住民で高齢者の介護をしている方、介護に関心がある方に対して、 

介護方法や介護予防の知識・技術を習得してもらうため、年間 12 回開 

催する。 

６）転倒予防（ふれあいの家）事業 

地域の集会所などで行なわれているふれあいの家事業に出向き、転倒 

予防等についての講話・健康相談、レクリエーションを行なう。 

４、居宅介護支援事業所 

１） 訪問 

心身の状況や本人、介護者の意向を把握し課題分析、問題の特定をする。 

２） 連絡調整・サービス提供担当者会議介護サービス提供機関の紹介、連絡 

やサービス担当者会議を開催しサービスを決定する。 

３） ケアプラン作成利用されるサービス内容を盛り込んだケアプランを作成 

する。 

４） モニタリング本人、介護者、事業者からモニタリングをする。 

５） ケアプラン見直しモニタリングの結果を再アセスメントしケアプランの見直しを

行なう。 

５、訪問看護サービスの内容     （訪問看護ステーション白鴎） 

１） 身体状態 

病状、症状の観察と看護 

療養生活指導 

服薬指導食事 

食事、水分、栄養摂取の管理、排泄ケア 

清拭、洗髪、入浴介助、陰部洗浄等清潔の看護 
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ターミナルケア 

リハビリテーション 

痴呆症や精神障害者の看護 

家族等の支援 

褥創や創傷の処置 

医療機器等の操作援助、管理 

その他医師の指示による診察の補助業務 

社会資源の活 

２） 訪問診察 

毎月１回第３月曜日に実 

３） 転倒予防事業への参加 

１～２回／月 

４） レセプト処理、利用料金の集金 

 

６、指導責任者研修実施責任者     

 

 研修責任者   粟木悦子  （専門医） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）鳥取県赤十字血液センター臨床研修プログラム 

１、プログラムの名称  

鳥取県赤十字血液センター臨床研修プログラム 

２、目的及び特色 

このプログラムは、血液センターにおいて、血液事業全般についての基礎的知 

識（採血、検査、製剤、供給業務等）を習得するとともに、善意・無償の献血者 

に接する献血現場での健診業務を通じて、血液製剤の安全性や献血者の保護、献 

血、輸血の重要性を認識することができることを特色としている。 

３、施設の概要と指導者 

（１）施設の概要 

所 在 地：血液センター    鳥取市江津３７０ 

西部出張所      米子市西町３６の１（鳥大附属病院内） 

          事業内容：献血による保存血液その他の血液製剤の製造及び供給 血液 

検査血液に関する相談 血液思想の普及その他献血に関する 

必要な事項 

年間献血者数：平成 14 年度 35,625 人 

移動採血状況：平成 14 年度の全血・成分併用車２台、成分専用車１台の 

稼働状況  696 回稼働 

（２）研修内容及び指導者 

・指導責任者：井上 公明（所長 医師） 

・血液事業全般の事務部門 

指導者：事務部長 

指導内容：血液新法、血液事業の現状、採血計画、献血者の確保 

・採血部門 

指導者：採血課長 （看護師） 

内 容 ：採血前の検査、全血・成分採血の実施、献血者への対応、 

副作用への対応 

・検査部門、製剤部門、供給部門  

指導者：製剤課長 （薬剤師） 

内 容 ：血算・白血球分離、血液型の判定・交差適合試験、血液生 

化学的検査、血液の分離及び製剤、輸血における副作用及 

び遡及調査、血液製剤の市場後調査 

４、研修の実施要領 

 （研修形態）研修期間  地域医療プログラムのうち１週間程度 

 

第１日目  午前 オリエンテーション 

  献血事業全般、採血部門 

 午後 検査部門、製剤部門、供給部門 

   第２日目以降 献血現場での健診業務の実習 

 

 

 

 

 

 

５、到達目標 

（１）一般目標 

①血液新法について理解する。 

②献血から医療機関までの血液製剤の流れを理解する。 

③血液の安全性について、血液事業で行なわれている対策について理解する。 

④少子高齢化社会の中での献血者の状況と献血者確保について理解する。 
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⑤献血の手順について理解し、実地に研修する。 

⑥献血基準について理解する。 

⑦血液の安全性向上のための検査について理解する。 

⑧血液製剤の種類について理解する。 

⑨血液の保管、供給について理解する。 

⑩献血者の保護、処遇等について理解する。 

⑪輸血とその後の対応について理解する。 

（２）行動目標 

①献血の手順を実地研修する。 

②献血基準を理解し、それに基づき採血を指示する。 

③血液の安全性に関する事項を献血者から聞き出し、その意義を理解し、採 

血を指示する。 

④献血者のプライバシーに関して理解し、実施する。 

⑤採血時や献血後の副作用を理解し、その対処を実施又は指示する。 

⑥輸血血液のスクリーニング検査について理解する。 

６、勤務時間等 

勤務時間は午前８時３０分から午後５時１０分までとする。 

（移動採血車の場合、時簡に変動有り） 

第１日目の研修は、鳥取赤十字血液センターにおいて実施する。 
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