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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

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) 

 


