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１ 兵庫医科大学病院の概要 

兵庫医科大学病院は、本学の建学の精神（社会の福祉への奉仕、人間への深い愛、人間への幅

の広い科学的理解）に基づき昭和４７年に開設され、その後「兵庫医科大学病院は、安全で質の

高い医療を行い地域社会へ貢献するとともに、良き医療人を育成します。」という理念を定め、学

生の教育・卒後教育に力を入れると共に診療を通じてのプライマリケアに対処し得る臨床医並び

に専門医の育成に努めている。 

平成６年３月には、医療施設機能体系化の流れの中で、高度な医療、高度医療の研修等を提供、

実施する機関として特定機能病院の承認を受け、平成１７年１２月１９日付で財団法人日本医療

機能評価機構から病院機能評価の認定を受け、平成２３年１月７日付で病院機能評価Ｖｅｒ.６の

認定を受けた。 

外来診療は、機能別・臓器別に分科し、専門外来制を採っている。 

平成９年１０月に兵庫医科大学篠山病院（現兵庫医科大学ささやま医療センター）を、平成１

１年６月に兵庫医科大学リハビリテーションセンター、同年８月に兵庫医科大学ささやま老人保

健施設を開設、平成１８年１１月に兵庫医科大学病院ＰＥＴセンターを設置し、平成１９年４月

から本学の兄弟校として兵庫医療大学を開学した。また、平成２５年４月には、兵庫医科大学開

学４０周年を記念して急性医療総合センターが開設された。急性医療総合センターには、最新の

医療機器を備え、救命救急センター、手術センター、集中治療センター、IVR（血管内手術）セン

ターなどの急性期医療の中核をなす施設を集約して配備しており、地域の高度かつ先進的な急性

期医療を担っている。 

【病床数】 ９６３床 

【標榜診療科】 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、内分泌・代謝内科、糖尿

病内科、神経内科、肝臓・胆のう・膵臓内科、腎臓・人工透析内科、リウマチ科、

アレルギー科、腫瘍内科、精神科、脳神経外科、小児科、整形外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、小児外

科、形成外科、美容外科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、産婦人科、眼科、放射線

科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、救急科、 

ペインクリニック・疼痛緩和外科、臨床検査科、病理診断科 

【医療従事者数】医師 ８３６名（うち非常勤１９９名）、歯科医師 ３１名（うち非常勤８名）、 

看護師 ９９２名、准看護士 ２名、助産師 ３９名、薬剤師 ８３名、 

管理栄養士 １５名、診療放射線技師 ５５名、臨床検査技師 １１１名、 

臨床工学技士 ２１名、歯科衛生士 ５名、歯科技工士 ２名、 

理学療法士 ３２名、作業療法士 １３名、言語聴覚士 ７名、 

視能訓練士 １１名、ソーシャルワーカー ９名、看護助手 １４２名、 

その他 ２０７名 （平成２９年２月１日現在） 

【患者数】 入院患者数 １日平均    ７８３．４人 

       外来患者数 １日平均    ２４１０．３人 （平成２８年度） 

【病院長】 難波 光義 

 

２ 研修プログラムの概要と特徴 

  研修方式は厚生労働省の指針に従って行われる。 

【基本プログラム】 

基本プログラムにおいては以下２コースからの選択制とする。 
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■Ａコース 

研修１年目に、内科の３診療科（各２ヶ月）を合計６ヶ月、救急部門を３ヶ月ローテーショ

ンし、自由に選択できる期間を３ヶ月とする。２年目は自由に選択できる期間を１０ヶ月とし、

残りの２ヶ月を地域医療での研修とする。 

なお、自由に選択できる期間の中で、選択必修科目５科（外科・麻酔科・小児科・産婦人科・

精神科）のうち２科以上を選択することを必須とする。また、選択必修科目として外科を選択

する場合は、１年目に選択することを必須とする。 

 

■Ｂコース 

研修１年目に、内科の３診療科（各２ヶ月）を合計６ヶ月、救急部門を２ヶ月ローテーショ

ンし、残り４ヶ月間を選択必修科目として、外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から２

科以上選択する。２年目は自由に選択できる期間を９ヶ月とし、救急部門を１ヶ月、残りの２

ヶ月を地域医療での研修とする。 

 

上記の両コースとも内科では外来初診患者の医療面接を実践する。また、地域医療研修では、

それぞれの地域の特性に則した医療を理解し、総合医的視点で在宅医療を経験する。併せて、

小児科や産婦人科の外来診療にも携わり、研修の到達目標が達成できるように、指導医が配慮

する。 

また、希望により、１年目、２年目を問わず、院外の協力病院での研修も可能である。 

 

【小児科重点プログラム】 

医師の基盤である全人的診療を行う代表である小児の診療を早期から研修できるプログラム

である。 

小児科専門医を目指す研修医はもちろん、国が拡大を誘導しようとしている地域住民の健康

維持を最前線で実施する医院・診療所のかかりつけ医（家庭医）を目指す研修医にも適したプ

ログラムである。 

種々の疾患の対応に留まらず、健康診査の意義、予防医学の代表である予防接種業務の習得、

栄養管理、心の問題の対策などもプログラムに含まれている。 

表現力が乏しい小児を診察し、種々の手技を取得することは内科専門医として家庭医として

活躍した医師をはじめ、どの科においても小児に待遇することが想定されるので将来どの科の

専門医になったとしても活用できる基本的な臨床技能が習得できるプログラムでもある。 

 

【産婦人科重点プログラム】 

将来、産婦人科を志望する研修医に配慮したローテーションを設定している。 

まず、１年目は内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む）、産婦人科３ヶ月とし、内科か

ら研修を開始し、医師として基本となる手技の習得を図る。２年目はＮＩＣＵを含む小児科に

２ヶ月間研修し、新生児の蘇生法を含む新生児管理を習得する。 

当院は、ＮＩＣＵを有し、また麻酔科、小児外科を含む様々な科を有しており、合併症妊娠

などハイリスク妊娠に対応している地域周産期センターとして機能している。 

婦人科領域においてはがん拠点病院として子宮頚部癌、子宮体部癌、卵巣癌などに対し、手

術療法、化学療法、放射線療法など幅広く専門的に行っている。 

地域の病院とも協力し、緩和医療にも力を注いでいる。 
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生殖内分泌領域でも、人工授精、体外受精、顕微授精など一般不妊から高度な生殖医療を行

っている。 

婦人科内分泌疾患も思春期から成熟期、更年期を経て老年期まで取り扱っている。幅広く産

婦人科診療を経験・体験できるよう配慮しているプログラムである。 

 

【外科専門医取得プログラム】 

将来外科系を目指す医師に対して初期臨床研修より外科研修にウエイトを置き外科専門医を

５年間で取得することを目標としたプログラムである。 

卒後１年目より消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、乳腺内分泌外科をロー

テーションして早期より充実した効率の良い外科研修を行うことを特徴としている。 

外科専門医取得に必要な手術経験および業績を卒後５年で取得するために外科で重点的に研

修を行い研究発表・論文発表も指導する。 

具体的な研修スケジュールとして、１年目は内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む）、

外科３ヶ月の研修とし、２年目は外科９ヶ月、選択必修科目（麻酔科・小児科・産婦人科・精

神科）のうち１科を１ヶ月、残りの２ヶ月を地域医療での研修とする。 

 

研 修 方 式 

次の４つのプログラムからプログラムを１つ選択し、原則として２年間に次の要件を充足するよ

う研修計画を立て研修を行う。 

Ａ）基本プログラム 

■Ａコース 

≪必修科として、１年目は内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む）、２年目には地域医

療２ヶ月の研修を行う。 

選択科として、１３ヶ月の研修を行う。なお、選択科の期間の中で、選択必修科目５科（外

科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科）のうち２科以上を選択することを必須とする。ま

た、選択必修科目として外科を選択する場合は、１年目に選択することを必須とする。≫ 

 

■Ｂコース 

≪必修科として、１年目は内科６ヶ月、救急部門２ヶ月（総合診療含む）、２年目には地域医

療２ヶ月、救急部門１ヶ月（総合診療含む）の研修を行う。 

選択必修科として、１年目に４ヶ月の研修を行う。 

選択科として、９ヶ月の研修を行う。≫ ※研修プログラム参照 

 

Ｂ）小児科重点プログラム 

≪必修科として、１年目は小児科６ヶ月、内科６ヶ月、２年目には救急部門３ヶ月（総合診療

含む）、小児科２ヶ月、地域医療１ヶ月、産婦人科１ヶ月の研修を行う。 

選択科として、５ヶ月の研修を行う。≫            ※研修プログラム参照 

 

Ｃ）産婦人科重点プログラム 

≪必修科として、原則１年目は内科６ヶ月、産婦人科３ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む）、

２年目には産婦人科４ヶ月、地域医療１ヶ月、小児科（ＮＩＣＵ含む）２ヶ月の研修を行う。 

選択科として、５ヶ月の研修を行う。≫            ※研修プログラム参照 
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Ｄ）外科専門医取得プログラム 

≪必修科として、１年目は内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む）、外科３ヶ月、２年目

には外科９ヶ月、地域医療２ヶ月、選択必修科１ヶ月の研修を行う。≫  ※研修プログラム参照 

 

 

研修プログラム 

 

【兵庫医科大学病院臨床研修基本プログラム】   （定員５４名）※予定 

 

■Ａコース 

 最低限の必修科のみを設け、それ以外の期間は研修医の志向に応じて自由に研修先を選択できる

コース 

 

１年目（必修科目）内科６ヶ月、救急部門３ヶ月 （選択科目）各診療科を３ヶ月 

 ２年目（必修科目）地域医療２ヶ月 （選択科目）各診療科を１０ヶ月 

《１年目》 

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

内科（必修） 
救急部門（必修） 

[総合診療含む] 
選択科 ※１ 

《２年目》 

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

地域医療 

（必修）※２ 
選択科 ※１ 

  ※１ １年目及び２年目の選択科の期間中に選択必修科目５科（外科・麻酔科・小児科・ 

産婦人科・精神科）のうち２科以上を選択することを必須とする。また、選択必修 

科目として外科を選択する場合は、１年目に選択することを必須とする。なお、各 

診療科の選択期間については後述の医師臨床研修スケジュール選択表を参照のこと。 

  ※２ 到達目標達成科目である小児科、産婦人科を選択しなかった場合、地域医療研修で 

ある兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・高砂西部病院 

・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部において小児科、 

産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 

 

■Ｂコース 

 救急部門研修を１年目と２年目に分割したコース 

 

１年目（必修科目）内科６ヶ月、救急部門２ヶ月  

１年目（選択必修科目）外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から２科以上選択 

（合計４ヶ月） 

 ２年目（必修科目）地域医療２ヶ月、救急部門１ヶ月 （選択科目）各診療科を９ヶ月 
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《１年目》 

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

内科（必修） 

救急部門 

（必修）※１ 

[総合診療含む] 

選択必修科 ※２ 

《２年目》 

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

地域医療 

（必修） 

※３ 

救急部門

（必修） 

[総合診

療含む] 

※1 

選択科 

※１ 救急部門研修は１年目に２ヶ月（他院も含んだ救急部門から選択）、２年目に１ヶ 

   月（兵庫医科大学病院救命救急センター）行う。 

※２ 選択必修科については外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から２科以上（ 

合計４ヶ月）選択することとする。なお、各診療科の選択期間については後述の医 

師臨床研修スケジュール選択表を参照のこと。 

※３ 到達目標達成科目である小児科、産婦人科を選択しなかった場合、地域医療研修で 

ある兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・高砂西部病院 

・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部において小児科、 

産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 

 

研 修 例 

Ａ）内科医師を目指す研修(Ａコースでの研修例) 

（例）１年目 

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

内科（必修） 

救急部門 

[総合診療含む] 

（必修） 

選択

必修科

目①※

１ 

選択必修科目②

※１ 

 （例）２年目 

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

地域医療 

（必修）※２ 

各診療科 

（選択科） 

内科系 

診療科 

（選択科） 

内科系診療科 

（選択科） 

内科系診療科 

（選択科） 

 ※１ １年目及び２年目の選択科の期間中に選択必修科目５科（外科・麻酔科・小児科・ 

産婦人科・精神科）のうち２科以上を選択することを必須とする。また、選択必修 

科目として外科を選択する場合は、１年目に選択することを必須とする。なお、各 

診療科の選択期間については後述の医師臨床研修スケジュール選択表を参照のこと。 

※２ 到達目標達成科目である小児科、産婦人科を選択しなかった場合、地域医療研修で 

ある兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・高砂西部病院 

・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部において小児科、 
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産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 

 

Ｂ）外科系医師を目指す研修（Ｂコースでの研修例） 

（例）１年目 

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

外科 

（選択必修） 

麻酔科 

（選択必修） 

救急部門 

[総合診療 

含む]※１ 

（必修） 

 

内科（必修） 

 

 （例）２年目 

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

地域医療 

（必修）※２ 

各診療科 

（選択科） 

救急部門

（必修） 

[総合診

療含む]

※１ 

外科系診療科 

（選択科） 

外科系診療科 

（選択科） 

外科系診療科 

（選択科） 

※１ 救急部門研修は１年目に２ヶ月（他院も含んだ救急部門から選択）、２年目に１ヶ 

  月（兵庫医科大学病院救命救急センター）行う。 

 ※２ 到達目標達成科目である小児科、産婦人科を選択しなかった場合、地域医療研修で 

ある兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・高砂西部病院 

・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部において小児科、 

産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 

 

Ｃ）３年目の入局希望先での研修（Ａコースでの研修例） 

（例）１年目 

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

選択必修科目①

※１ 

選択必

修科目

②※１ 

救急部門 

[総合診療含む] 

（必修） 

 

内科（必修） 

 

 （例）２年目 

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

地域医療 

（必修）※２ 

入局希望診療科 

（選択科） 

 ※１ １年目及び２年目の選択科の期間中に選択必修科目５科（外科・麻酔科・小児科・ 

産婦人科・精神科）のうち２科以上を選択することを必須とする。また、選択必修 

科目として外科を選択する場合は、１年目に選択することを必須とする。なお、各 

診療科の選択期間については後述の医師臨床研修スケジュール選択表を参照のこと。 

  ※２ 到達目標達成科目である小児科、産婦人科を選択しなかった場合、地域医療研修で 

ある兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・高砂西部病院 

・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部において小児科、 

産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 
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【兵庫医科大学病院臨床研修小児科重点プログラム】   （定員２名） 

 

１年目（必修科目） 小児科６ヶ月、内科６ヶ月 

 ２年目（必修科目） 救急部門３ヶ月（総合診療含む）、地域医療１ヶ月、小児科２ヶ月、 

産婦人科１ヶ月 

２年目（選択科目） 各診療科を５ヶ月 

《１年目》 

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

 

小児科（必修） 

 

 

内科（必修） 

 

※ １年目研修は小児科から開始する。 

《２年目》 

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

救急部門 

[総合診療含む] 

（必修）※1 

産婦人

科 

（必修） 

地域 

医療 

（必修） 

選択科 選択科 
小児科 

（必修） 

 

【兵庫医科大学病院臨床研修産婦人科重点プログラム】   （定員２名） 

 

１年目（必修科目） 産婦人科３ヶ月、内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む） 

 ２年目（必修科目） 地域医療１ヶ月、産婦人科４ヶ月、小児科（ＮＩＣＵ含む）２ヶ月 

２年目（選択科目） 各診療科を５ヶ月 

《１年目》 

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

 

内科（必修） 

 

産婦人科（必修） 
救急部門（必修） 

[総合診療含む] 

  ※ １年目研修は内科から開始する。 

《２年目》 

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

 

小児科 

（ＮＩＣＵ含

む） 

（必修） 

 

地域 

医療 

(必修） 

選択科 選択科 
産婦人科 

（必修） 

産婦人科 

（必修） 

 

【兵庫医科大学病院臨床研修外科専門医取得プログラム】   （定員２名）※予定 

 

１年目（必修科目） 外科３ヶ月、内科６ヶ月、救急部門３ヶ月（総合診療含む） 

 ２年目（必修科目） 地域医療２ヶ月、外科９ヶ月 
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２年目（選択必修科目）麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から１科選択（１ヶ月） 

《１年目》 

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

内科（必修） 
救急部門（必修） 

[総合診療含む] 
外科（必修）※１ 

《２年目》 

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

選択 

必修科 

※２ 

地域医療 

（必修） 

※３ 

外科（必修）※１ 

 ※１ 外科研修では肝・胆・膵外科、上部消化管外科、下部消化管外科、炎症性腸疾患外科、 

心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、乳腺・内分泌外科、協力病院外科のいずれか 

から選択できるものとする。なお、各診療科の選択期間については後述の医師臨床研 

修スケジュール選択表を参照のこと。 

  ※２ 選択必修科については麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から１科選択することとする。 

  ※３ 地域医療研修である兵庫医科大学ささやま医療センター・八鹿病院・宍粟総合病院・ 

高砂西部病院・神戸アドベンチスト病院・西脇市立西脇病院での研修期間の一部にお 

いて小児科、産婦人科研修を行い、到達目標を達成させる。 

 

〔兵庫医科大学外科系医師養成奨学制度利用者について〕 

兵庫医科大学外科系医師養成奨学制度利用者は、原則として、地域医療研修以外の期間は兵庫医

科大学病院で研修することとする。 

 

３ 臨床研修医の管理運営体制と研修修了の認定 

  臨床研修医募集期間後、選考を行い、医師臨床研修マッチング協議会が実施する臨床研修医マ

ッチングにより選考決定を行なう。選考決定により採用が決定した者と仮契約を締結する。臨床

研修医採用予定者は採用までに研修診療科等を選択し、その希望に応じて研修管理委員会で調整

し、すべての臨床研修医の研修計画を作成する。 

臨床研修医は、臨床研修医の心構え、大学病院の機構を中心に学ぶため臨床研修医オリエンテ

ーションに参加する。 

臨床研修医はオンライン卒後臨床研修評価システム(ＥＰＯＣ)による評価並びに研修到達目標

達成の各過程における種々のレポート等により評価を受ける。また、研修管理委員会は評価判定

を行い臨床研修医の研修計画の変更を含め、臨床研修医に適切な指導を行うことができる。 

２年間の臨床研修終了時、ＥＰＯＣ及び提出されたレポート等により次の修了基準に基づき総

合評価を行い、研修管理委員会で研修修了が認められる者については病院長に報告し、病院長か

ら研修修了証を交付する。 

《修了基準》 

① 研修実施期間（２年間）の評価 

② 臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く）の達成度の評価 

厚生労働省から呈示されている到達目標の 

Ⅰ「行動目標」の項目を達成すること。 

Ⅱ－Ａ「経験すべき診察法・検査・手技」の項目を達成すること。 
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Ⅱ－Ｂ「経験すべき症状・病態・疾患」の次の基準を達成すること。 

  １ 頻度の高い症状（必修項目；下線の症状）：到達率１００％ 

  ２ 緊急を要する症状・病態（必修項目；下線の病態）：到達率１００％ 

  ３ 経験が求められる疾患・病態（全項目）：到達率７０％以上 

（Ａ・Ｂ項目１００％） 

   ☆ レポート提出：到達率１００％（３２項目のレポート現物の提出含む） 

    Ⅱ－Ｃ「特定の医療現場の経験」の項目を達成すること。 

 ③ ＣＰＣ（臨床病理カンファレンス）に８回以上出席すること。（8-（3）） 

 ④ ＣＶＣ（エコーガイド下穿刺）実習を２年間で１回必ず受講すること。（8-（4）） 

⑤ 医療安全管理部主催の医療講演会を年２回以上受講すること。（8-（2）①） 

⑥ 感染制御部主催の医療講演会を年２回以上受講すること。（8-（2）②） 

 ⑦ 放射線障害予防講習会を年１回受講すること。（8-（2）③） 

⑧ 医療安全管理委員会またはセイフティマネージャ連絡会に１回必ず出席すること。 

⑨ その他、医療人育成研修センター長が必要と認める講習会・講演会等に必ず出席すること。 

 ⑩ 臨床医としての適性の評価 

  (ア) 安心、安全な医療の提供ができること。 

  (イ) 法令・規則が遵守できること。 

※ 詳細については、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令について」

を参照。 

 

研修修了と認められない者（未修了者）については、次のとおりとなる。 

【未修了の判定】 

研修医の研修期間（２年間）終了時の評価について、管理者は当該研修に関する正確な情

報を基に検討し、やむを得ず上記の修了基準を満たしていないと判断せざるを得ない研修医

については、更に研修指導関係者と共に十分な話し合いを行った結果を併せて、研修管理委

員会で最終評価を実施し、研修の未修了の判定を下す。 

なお、当該未修了研修医については、同一のプログラムにおいて研修を延長させる。 

【未修了判定後の手順】 

   上記判定により、研修医が未修了となった場合、管理者から速やかに当該研修医に対し、

理由を付して未修了となった旨を文書（厚生労働省の所定様式 １６）により通知する。 

   なお、当該通知と併せて、管理者は未修了となった研修医に対し、研修を延長させる前に

当該研修医が臨床研修の修了基準を満たすための履修計画表（厚生労働省の所定様式１７）

により修了基準を満たすよう指導する。 

   プログラム責任者は履修計画の実施が円滑に行われるように関係部署と調整する。 

また、管理者は当該履修計画表を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに提出する。 

 

４ オンライン卒後臨床研修評価システム（ＥＰＯＣ）による評価とその取扱い 

当院はオンライン卒後臨床研修評価システム（ＥＰＯＣ）を使用し研修プログラムの単位ごと

に習得できた研修項目について各自の評価並びに指導医の評価等を行う。同評価結果を研修管理

委員会に報告し、臨床研修医の研修目標達成状況を確認する。 

 

５ 研修管理委員会（※平成２９年度中に院内規程変更予定のため、記載内容は暫定） 
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（１） 研修管理委員会の構成員には次の者が含まれる。 

① 副院長（教育研修担当） 

② 医療人育成研修センター長 

③ 医療人育成研修センター卒後研修室長 

④ 研修管理委員会が管理する全ての研修プログラムのプログラム責任者 

⑤ 協力型臨床研修病院の研修実施責任者（指導医等） 

⑥ 研修協力施設の研修実施責任者（指導医等） 

⑦ 事務部門の責任者 

⑧ 医師、有識者等の外部委員 

⑨ その他病院長が必要と認めた者 

（２） 研修管理委員会は、次に掲げる事項を行う。 

① 研修プログラムの全体的な管理 

（研修プログラム作成方針の決定、各研修プログラム間の相互調整等） 

② 研修医の全体的な管理 

 （研修医の募集、他施設への出向、研修医の研修継続の可否、研修医の処遇、研修医の健康管

理） 

③ 研修医の研修状況の評価（研修目標の達成状況の評価、臨床研修修了時及び中断時の評価） 

④ 採用時における研修希望者の評価 

⑤ 研修後及び中断後の進路に係る相談等の支援 

 

６ 研修診療科目及び担当科及び指導責任者とプログラム責任者 

  別    紙 (Ｐ.１３) 

 

７ 研修到達目標 

  別    紙 (Ｐ.２６～) 

 

８ 大学病院としての教育に関する行事 

（１）オリエンテーション（１週間） 

新採用の臨床研修医に対し臨床研修医の心構え、大学病院の機構を中心としたオリエンテー

ション及び採血実習等の実習を行う。主な内容は次のとおり。 

○ 兵庫医科大学病院のビジョンと研修心得、保険診療のルール、病院の概要及び診療にかか

る手続等、初期臨床研修と当院におけるレジデント制度、EPOCと臨床研修評価～実際の入

力を体験～、病院病理部の業務システム、遺伝学診断・検査の手順、病院の食種、診療情

報管理室の業務及び紙文書の取扱いについて、インフォームドコンセント、チーム医療と

クリニカルパス、兵庫医科大学病院の情報システム、電子カルテの書き方、静脈ルート確

保のコツ、医療安全について、研修医企画、電子カルテシステム操作研修、輸血実習、院

内感染対策について・手指衛生・防護具の着脱・Ｎ95 定量チェック、内科初診外来案内、

施設見学、看護業務、地域連携について、総合診療医について、死亡時の医師対応・死亡

診断書の書き方、放射線医療センターの業務システム・適正な画像検査の進め方、医薬品

の安全使用について、リエゾン精神医学、ソーシャルワーカーの役割と業務、新規保険医

登録者に関する集団指導、リハビリテーションの適応、病棟オリエンテーション、経験か

ら学ぶということ、採血実習、臨床検査部の業務システムと臨床検査内容、ルート確保実
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習 

（２）医療講演会 

① 医療安全管理部主催の医療講演会（年２回以上受講必須） 

   ② 感染制御部主催の医療講演会（年２回以上受講必須） 

   ③ 放射線障害予防講習会（年１回受講必須） 

（３）院内臨床病理カンファレンス（ＣＰＣ） 

院内で月１回（原則として４月、８月を除く）ＣＰＣが行われており、臨床研修医は必ず出席 

する。 

※医療講演会・ＣＰＣの出席は必須であり、ＣＰＣについては８回以上出席しなければ研修修

了者としない。 

（４）ＣＶＣ（エコーガイド下穿刺）実習 

   院内で、研修医を対象にＣＶＣ（エコーガイド下穿刺）実習を行っており、臨床研修医は２年

間で１回受講しなければならない。 

（５）ＩＣＬＳ実習 

   院内で、研修医を対象にＩＣＬＳ実習を行っており、臨床研修医は受講することができる。 

（６）基本的臨床能力評価試験 

   日本医療教育プログラム推進機構主催の基本的臨床能力評価試験を受験する。 

（７）各種研究会等 

定期的に学内で、臓器移植に関する研究会、超音波研究会、肝・胆・膵疾患に関わる研究会、骨・ 

カルシウム研究会、緩和ケア研究会、小児科臨床カンファレンス、ペインマネージメントカンフ 

ァレンス、ニューロカンファレンスが行われており、臨床研修医は自由に参加して知識を広める 

ことが可能である。 

また、薬に関する勉強会を月２回程度開催するので、臨床研修医は自由に参加することができる。 

（８）その他 

① 院内の内科合同カンファレンス、内科外来初診の振り返りカンファレンス、各研修先でのカン

ファレンス等において、臨床研修の形成的評価を適宜実施する。 

② 研修時間外等に院内の他部署（救命救急センター、麻酔科・疼痛制御科等）で診療した場合、

指導体制が確保されている場合に限り、研修の一環として認める。 

 

９ 初期臨床研修修了後のコース 

臨床研修修了後（卒後３年目以降）は、レジデント・大学院生のコースがある。 

レジデントは、特定の診療科（部）または医療人育成研修センター卒後研修室に所属し、専門

医としての研修を行うと共に、当院（ＩＣＵ、救命救急等）、ささやま医療センター等での診療に

も携わる。 

また、大学院生は、兵庫医科大学大学院医学研究科は昼夜開講しており、レジデントとして勤

務しながら研究を行うことができる。 

 

10  臨床研修医の処遇 

   身   分  臨床研修医（常勤職員） 

研 修 手 当  月額 ３００,０００円 

勤 務 時 間  平日８:３０～１６:４５、第１･３土曜日８:３０～１２:３０ 

休   日  日曜日、第２・４・５土曜日、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3） 
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休   暇  年次有給休暇 1年目：１０日、２年目：１１日、産前産後休暇 

宿日直手当  宿直 １０,０００円（１回）、日直 １０,０００円（１回） 

時間外勤務   原則としてなし 

宿   舎  なし（ただし、兵庫医科大学ささやま医療センター１５戸有） 

社 会 保 険  日本私立学校振興・共済事業団加入（健康保険・年金等） 

労働災害保険  加入 

雇 用 保 険  加入 

健 康 管 理  定期健康診断を実施 

医師賠償責任保険 個人加入 

自主的な研修活動に関する事項（学会、研究会等への参加可） 

 

11  臨床研修医の募集及び採用の方法 

   研修開始年月日 平成３０年４月１日 

   募集定員(予定) 基本プログラム５４名、小児科重点プログラム２名、 

産婦人科重点プログラム２名、外科専門医取得プログラム２名 

採用の方法   筆記試験・面接試験 

 

12  資料請求先 

   〒６６３－８５０１ 

   兵庫県西宮市武庫川町 1番 1号 

   兵庫医科大学病院  

医療人育成研修センター卒後研修室 

   電 話  ０７９８－４５－６８３０（卒後研修室直通） 

   ホームページアドレス http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/ 

メールアドレス    sotugo@hyo-med.ac.jp 

 

http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/
mailto:sotugo@hyo-med.ac.jp
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６ 研修担当科目、担当科、診療部長、研修実施責任者及び必要研修期間 

（１） 兵庫医科大学病院 

[基本プログラム] 

プログラム責任者：芳川 浩男（神経内科） 

プログラム副責任者：池内 浩基（炎症性腸疾患外科）、石藏 礼一（放射線科）、上紺屋 憲

彦（放射線科）、日笠 聡（血液内科）、廣田 誠一（病理診断科）、皆

川 京子（小児科） 

[小児科重点プログラム] 

プログラム責任者：皆川 京子（小児科） 

[産婦人科重点プログラム] 

プログラム責任者：田中 宏幸（産科婦人科） 

[外科専門医取得プログラム] 

プログラム責任者：池内 浩基（炎症性腸疾患外科） 

 研修診療科 担当部署 診療部長（所属長） 研修実施責任者 必要研修期間 

必
修
科
（
小
児
科
・
産
婦
人
科
・
外
科
に
つ
い
て
は
選
択
必
修
科
を
兼
ね
る
） 

※ 

内  科 

血液内科 小川 啓恭 澤田 暁宏 

６ヶ月 

（各２ヶ月） 

リウマチ・膠原病内科 佐野 統 松井 聖 

糖尿病・内分泌・代謝内科 小山 英則 庄司 拓仁 

肝・胆・膵内科 西口 修平 榎本 平之 

神経内科 芳川 浩男 武田 正中 

呼吸器内科 木島 貴志 金村 晋吾 

腎・透析内科 中西 健 長澤 康行 

循環器内科/冠疾患内科 増山理・石原正治 赤堀 宏州 

消化管内科 三輪 洋人 戸澤 勝之 

炎症性腸疾患内科 中村 志郎 堀 和敏 

総合内科 新村 健 楠 博 

輸血・細胞治療科 藤盛 好啓 藤盛 好啓 

救 急 部 門 救命救急センター 小谷 穣治 宮脇 淳志 ３ヶ月 

小 児 科 小児科 竹島 泰弘 皆川 京子 

８ヶ月（小児科重点 

プログラムでは必修）  

２ヶ月（産婦人科重点 

プログラムでは必修） 

産 婦 人 科 産科婦人科 柴原 浩章 田中 宏幸 

７ヶ月（産婦人科重点 

プログラムでは必修）  

１ヶ月（小児科重点 

プログラムでは必修） 

地 域 医 療 院外の施設（病院、診療所等）で実施する。 １ヶ月又は２ヶ月 

 

 

外  科 

 

肝・胆・膵外科 藤元 治朗 鈴村 和大 

１２ヶ月（外科専門医 

取得プログラムでは必修 

各１ヶ月～） 

上部消化管外科 篠原 尚 倉橋 康典 

下部消化管外科 冨田 尚裕 坂東 俊宏 

炎症性腸疾患外科 池内 浩基 坂東 俊宏(兼任) 
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心臓血管外科 宮本 裕治 山村 光弘 

呼吸器外科 長谷川 誠紀 松本 成司 

小児外科 大植 孝治 大植 孝治 

乳腺内分泌外科 三好 康雄 三好 康雄 

選
択
必
修
科 

麻 酔 科 
麻酔科・疼痛制御科 

ペインクリニック部 
廣瀬 宗孝 狩谷伸享・中野範 

１ヶ月～ 

（診療科による） 

・選択必修科につい

ては外科、麻酔科、

小児科、産婦人科、 

精神科神経科から２

科以上を選択する。 

精 神 科 精神科神経科 松永 寿人 清野 仁美 

 

選
択
科 

選 択 科 

整形外科 吉矢 晋一 圓尾 圭史 

１ヶ月～ 

（診療科による） 

 

・選択期間中は自由

に研修希望の科を

選択できる。 

・選択科を１ヶ月～

分けて選択するこ

とができ、また、連

続して同じ研修科

を選択することも

可能である。 

形成外科 垣淵 正男 西本 聡 

脳神経外科 吉村 紳一 内田 和孝 

皮膚科 山西 清文 中川 登 

泌尿器科 山本 新吾 野島 道生 

眼科 五味 文 中村 由美子 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 阪上 雅史 寺田 友紀 

放射線科 山門 亨一郎 上紺屋 憲彦 

ＩＣＵ 西 信一 竹田 健太 

リハビリテーション科 道免 和久 道免 和久 

病理診断科 廣田 誠一 廣田 誠一 

内視鏡センター 三輪 洋人 應田 義雄 

超音波センター 飯島 尋子 飯島 尋子 

感染制御部 竹末 芳生 中嶋 一彦 

臨床検査科 小柴 賢洋 宮﨑 彩子  

上記の内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科、麻酔科を含む  

 

※   内科研修は、次の１２診療科から選択でき、１診療科あたり２ヶ月の研修を３診療科（６ヶ月）

行う。 

内科１２診療科 ： ①血液内科、②リウマチ・膠原病内科、③糖尿病・内分泌・代謝内科、④

肝・胆・膵内科、⑤神経内科、⑥呼吸器内科、⑦腎・透析内科、⑧循環器

内科/冠疾患内科、⑨消化管内科、⑩炎症性腸疾患内科、⑪総合内科、⑫輸

血・細胞治療科 

         ※①・⑫と⑨・⑩の組合せを選択することは不可。どちらか一方のみでの

研修となる 

（２） 兵庫医科大学ささやま医療センター 

一年目必修科として、内科、救急部門の各々定められた期間の全部又は一部を研修すること

ができる。二年目必修科として、地域医療の定められた期間の研修を行える。また、選択科と
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しては、内科、外科、救急部門、小児科、産婦人科、整形外科、リハビリテーション科の各々

定められた期間の全部又は一部の研修を行える。 

（３） 宝塚市立病院、尼崎中央病院、西宮市立中央病院、関西労災病院、明和病院、市立川西病院、

ベリタス病院、柏原赤十字病院、公立八鹿病院、協立病院、公立宍粟総合病院、市立芦屋病院 

高砂西部病院、姫路医療センター、神戸アドベンチスト病院、西脇市立西脇病院、三田市民病

院、西宮渡辺病院、西宮渡辺心臓・血管センター 

上記病院では次の研修を行うことができる。(詳細は研修スケジュール選択表参照) 

・宝塚市立病院：一年目必修（内科）、一・二年目選択科（小児科他） 

・尼崎中央病院：一・二年目選択科（内科、外科） 

・西宮市立中央病院：一・二年目必修・選択科（小児科） 

・関西労災病院：二年目必修・選択科（小児科） 

・明和病院：一・二年目必修・選択科（循環器内科、産婦人科、外科、病理診断科） 

・市立川西病院：一年目必修・選択科（内科他）、二年目選択科（外科、小児科、産婦人科他） 

・ベリタス病院：一・二年目必修・選択科（産婦人科、小児科他） 

・柏原赤十字病院：二年目選択科（内科） 

・公立八鹿病院：一年目必修・選択科（救急部門他）、 

二年目必修・選択科（地域医療他） 

・協立病院：一年目必修・選択科（内科他）、二年目選択科（循環器科他） 

・公立宍粟総合病院：一年目必修・選択科（内科、救急部門他）、 

二年目必修・選択科（地域医療他） 

・市立芦屋病院：一年目必修・選択科（内科）、二年目選択科（内科） 

・高砂西部病院：二年目必修科（地域医療） 

・姫路医療センター：一年目必修・選択科（内科、救急部門他） 

二年目選択科（救急部門他） 

・神戸アドベンチスト病院：二年目必修科（地域医療） 

・西脇市立西脇病院：二年目必修科（地域医療） 

・三田市民病院：一・二年目選択科（脳神経外科） 

・西宮渡辺病院：一・二年目選択科（整形外科他） 

・西宮渡辺心臓・血管センター：一・二年目選択科（循環器内科他） 

(４) 診療所 

いたみバラ診療所、山田産婦人科、宮本クリニック、土田医院、たにざわこどもクリニック

で二年目必修科の地域医療研修を行うことができる。 

（５）西宮市保健所 

上記施設では選択科の地域保健研修を行うことができる。 

 

 

 



医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（基本基本基本基本プログラムプログラムプログラムプログラム）[Ａ）[Ａ）[Ａ）[Ａコース]コース]コース]コース]

　　　　※１※１※１※１　　　　保健所保健所保健所保健所・・・・・・・・・・・・・・・・西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所（（（（１１１１週間週間週間週間））））

選択期間選択期間選択期間選択期間（（（（３か３か３か３か月月月月））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科、、、、総合内科総合内科総合内科総合内科）、）、）、）、救命救急救命救急救命救急救命救急センターセンターセンターセンター、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、
　　　　　　　　耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科・・・・頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科科科科、、、、病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　内科(内科(内科(内科(リウマチ・リウマチ・リウマチ・リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科、、、、肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、
　　　　　　　　神経内科神経内科神経内科神経内科、、、、腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科、、、、循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科、、、、消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科、、、、炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科）、）、）、）、
　　　　　　　　輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科、、、、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、眼科眼科眼科眼科、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センターセンターセンターセンター、、、、感染制御部 感染制御部 感染制御部 感染制御部 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
    内科    内科    内科    内科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科 科 科 科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　救急部門 救急部門 救急部門 救急部門 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科
　　  －　　  －　　  －　　  －各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、リウマチリウマチリウマチリウマチ科科科科、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
   内科   内科   内科   内科

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月、、、、循環器科 循環器科 循環器科 循環器科 ―３か―３か―３か―３か月月月月

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月からからからから

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院
　　　　　　　　循環器科循環器科循環器科循環器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科　　　　――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、一般内科一般内科一般内科一般内科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、救急部門救急部門救急部門救急部門、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　内科内科内科内科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　眼科眼科眼科眼科、、、、皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科
　　  　　  　　  　　  ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　消化器内科 消化器内科 消化器内科 消化器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月からからからから、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望のののの場合場合場合場合はははは＋＋＋＋１か１か１か１か月月月月））））
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－３か３か３か３か月月月月

○○○○三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　整形外科整形外科整形外科整形外科

○○○○西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓・・・・血管血管血管血管センターセンターセンターセンター　　　　各各各各３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○地域保健地域保健地域保健地域保健
　　　　　　　　※１※１※１※１　　　　下記保健所下記保健所下記保健所下記保健所からからからから選択選択選択選択

○○○○選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目
　　　　　　　　※２※２※２※２　　　　右記選択必修科目右記選択必修科目右記選択必修科目右記選択必修科目からからからから選択選択選択選択

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（１１１１年次年次年次年次））））

○○○○兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - ６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各２か２か２か２か月月月月））））
   ①   ①   ①   ①血液内科血液内科血液内科血液内科
   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科
   ③   ③   ③   ③糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科
   ④   ④   ④   ④肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科
   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科
   ⑥   ⑥   ⑥   ⑥神経内科神経内科神経内科神経内科
   ⑦   ⑦   ⑦   ⑦腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科
   ⑧   ⑧   ⑧   ⑧循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科
   ⑨   ⑨   ⑨   ⑨消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科
   ⑩   ⑩   ⑩   ⑩炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科
   ⑪   ⑪   ⑪   ⑪総合内科総合内科総合内科総合内科
   ⑫   ⑫   ⑫   ⑫輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科

○⑬○⑬○⑬○⑬兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  ・  ・  ・  ・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・血液内科血液内科血液内科血液内科
　　　　・・・・循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
　　　　・・・・消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科
　　　　・・・・腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
　　　　・・・・緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・一般内科一般内科一般内科一般内科
　　　　・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
   救命救急   救命救急   救命救急   救命救急センターセンターセンターセンター（（（（総合診療含総合診療含総合診療含総合診療含むむむむ）－）－）－）－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
 　救急部門 　救急部門 　救急部門 　救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　  　  　  　  救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

    
○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

・1・1・1・1年目及年目及年目及年目及び2び2び2び2年目年目年目年目のののの選択科選択科選択科選択科のののの期間中期間中期間中期間中にににに選択必修科目5科選択必修科目5科選択必修科目5科選択必修科目5科（（（（外科外科外科外科・・・・麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・小児科小児科小児科小児科・・・・産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科・・・・精神科精神科精神科精神科））））
のうち2のうち2のうち2のうち2科以上科以上科以上科以上をををを選択選択選択選択することをすることをすることをすることを必須必須必須必須とするとするとするとする。。。。
・・・・選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目としてとしてとしてとして外科外科外科外科をををを選択選択選択選択するするするする場合場合場合場合はははは、1、1、1、1年目年目年目年目にににに選択選択選択選択することをすることをすることをすることを必須必須必須必須とするとするとするとする。。。。

救急部門救急部門救急部門救急部門（（（（３か３か３か３か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科、、、、
　　　　　　　　下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科、、、、
    小児外科    小児外科    小児外科    小児外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科））））
　　  －　　  －　　  －　　  －各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部、、、、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科））））
　　  －　　  －　　  －　　  －各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、外科外科外科外科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、小児科小児科小児科小児科　　　　――――各各各各１か１か１か１か月月月月かかかか
らららら

○○○○市立川西病院 各市立川西病院 各市立川西病院 各市立川西病院 各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、外科外科外科外科

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから

○○○○西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 －－－－１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　外科 外科 外科 外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○姫路医療姫路医療姫路医療姫路医療センターセンターセンターセンター　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院　　　　１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科

内科内科内科内科（（（（計計計計６か６か６か６か月月月月）(）(）(）(必修必修必修必修）））） 選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目（（（（※２※２※２※２））））



研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（２２２２年次年次年次年次））））

　　　　※１  ※１  ※１  ※１  診療所診療所診療所診療所・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ診療所診療所診療所診療所（（（（１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、宮本宮本宮本宮本クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～２２２２週間週間週間週間）、）、）、）、土田医院(土田医院(土田医院(土田医院(１１１１週間)週間)週間)週間)、、、、たにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月））））

　　　　※２※２※２※２　　　　保健所保健所保健所保健所・・・・・・・・・・・・・・・・西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所（（（（１１１１週間週間週間週間））））

地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修））））
（（（（２か２か２か２か月月月月））））

・1・1・1・1年目及年目及年目及年目及び2び2び2び2年目年目年目年目のののの選択科選択科選択科選択科のののの期間中期間中期間中期間中にににに選択必修科目5科選択必修科目5科選択必修科目5科選択必修科目5科（（（（外科外科外科外科・・・・麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・小児科小児科小児科小児科・・・・産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科・・・・精神科精神科精神科精神科））））のうち2のうち2のうち2のうち2科以科以科以科以
上上上上をををを選択選択選択選択することをすることをすることをすることを必須必須必須必須とするとするとするとする。。。。
・・・・選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目としてとしてとしてとして外科外科外科外科をををを選択選択選択選択するするするする場合場合場合場合はははは、1、1、1、1年目年目年目年目にににに選択選択選択選択することをすることをすることをすることを必須必須必須必須とするとするとするとする。。。。

選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目（（（（※３※３※３※３））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表　(　(　(　(基本基本基本基本プログラムプログラムプログラムプログラム）[Ａ）[Ａ）[Ａ）[Ａコース]コース]コース]コース]

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科、、、、リウマチ・リウマチ・リウマチ・リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科、、、、肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科、、、、
　　　　　　　　循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科、、、、消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科、、、、炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科、、、、総合内科総合内科総合内科総合内科）、）、）、）、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科）、）、）、）、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、
　　　　　　　　形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科・・・・頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科科科科、、、、
　　　　　　　　病理診断科病理診断科病理診断科病理診断科、、、、内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センター ―センター ―センター ―センター ―各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病グループ/グループ/グループ/グループ/内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝代謝代謝代謝グループグループグループグループ））、））、））、））、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科）、）、）、）、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　救命救急救命救急救命救急救命救急センターセンターセンターセンター、ＩＣＵ 、ＩＣＵ 、ＩＣＵ 、ＩＣＵ ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科）、）、）、）、輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科、、、、外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科）、）、）、）、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、超音波超音波超音波超音波センターセンターセンターセンター、、、、
　　　　　　　　感染制御部 感染制御部 感染制御部 感染制御部 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから、、、、外科外科外科外科（（（（上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科）－）－）－）－２か２か２か２か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから
    内科    内科    内科    内科、、、、外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科 科 科 科 －－－－１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　救急部門 救急部門 救急部門 救急部門 －－－－２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－１か１か１か１か月月月月、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、眼科 眼科 眼科 眼科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科、、、、形成外科 形成外科 形成外科 形成外科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～４か４か４か４か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　リウマチリウマチリウマチリウマチ科科科科、、、、一般外科 一般外科 一般外科 一般外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月、、、、循環器科 循環器科 循環器科 循環器科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　内科  　内科  　内科  　内科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　各各各各２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　外科  　外科  　外科  　外科、、、、救急救急救急救急・・・・総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　外科外科外科外科、、、、病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月、、、、循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科　　　　―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、一般内科一般内科一般内科一般内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　循環器科循環器科循環器科循環器科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科 眼科 眼科 眼科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、救急部門救急部門救急部門救急部門、、、、外科外科外科外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院　　　　２か２か２か２か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　眼科眼科眼科眼科、、、、皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月、、、、内科 内科 内科 内科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、外科 外科 外科 外科 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望のののの場合場合場合場合はははは＋＋＋＋１か１か１か１か月月月月））））
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科、、、、泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 －－－－各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院　　　　３か３か３か３か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　整形外科整形外科整形外科整形外科

○○○○西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓・・・・血管血管血管血管センターセンターセンターセンター　　　　各各各各９か９か９か９か月月月月からからからから
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○地域保健地域保健地域保健地域保健
　　　　　　　　※２※２※２※２　　　　下記保健所下記保健所下記保健所下記保健所からからからから選択選択選択選択

○○○○選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目
　　　　　　　　※３※３※３※３　　　　右記選択必修科目右記選択必修科目右記選択必修科目右記選択必修科目からからからから選択選択選択選択

選択期間(選択期間(選択期間(選択期間(１０か１０か１０か１０か月月月月））））

　　　　
○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○神戸神戸神戸神戸アドベンチストアドベンチストアドベンチストアドベンチスト病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

 ※１  ※１  ※１  ※１ 診療所診療所診療所診療所についてはについてはについてはについては、、、、下記診療所下記診療所下記診療所下記診療所からからからから選択選択選択選択
　　　　

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科
　　　－　　　－　　　－　　　－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科
　　　－　　　－　　　－　　　－１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部
　　　－　　　－　　　－　　　－２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
  　麻酔科   　麻酔科   　麻酔科   　麻酔科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから

○○○○西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○関西労災病院関西労災病院関西労災病院関西労災病院　　　　１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院　　　　１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院　　　　２か２か２か２か月月月月
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科



選択必修科選択必修科選択必修科選択必修科（（（（４か４か４か４か月月月月））））

選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目５５５５科科科科（（（（外科外科外科外科・・・・麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・小児科小児科小児科小児科・・・・産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科・・・・精神科精神科精神科精神科））））より２より２より２より２科以上選択科以上選択科以上選択科以上選択

○○○○兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - ６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各２か２か２か２か月月月月））））
   ①   ①   ①   ①血液内科血液内科血液内科血液内科
   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科
   ③   ③   ③   ③糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科
   ④   ④   ④   ④肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科
   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科
   ⑥   ⑥   ⑥   ⑥神経内科神経内科神経内科神経内科
   ⑦   ⑦   ⑦   ⑦腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科
   ⑧   ⑧   ⑧   ⑧循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科
   ⑨   ⑨   ⑨   ⑨消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科
   ⑩   ⑩   ⑩   ⑩炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科
   ⑪   ⑪   ⑪   ⑪総合内科総合内科総合内科総合内科
   ⑫   ⑫   ⑫   ⑫輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科

○⑬○⑬○⑬○⑬兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  ・  ・  ・  ・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・血液内科血液内科血液内科血液内科
　　　　・・・・循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
　　　　・・・・消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科
　　　　・・・・腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
　　　　・・・・緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・一般内科一般内科一般内科一般内科
　　　　・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
   救命救急   救命救急   救命救急   救命救急センターセンターセンターセンター（（（（総合診療含総合診療含総合診療含総合診療含むむむむ）－）－）－）－２か２か２か２か月月月月
    

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
 　救急部門 　救急部門 　救急部門 　救急部門－－－－２か２か２か２か月月月月
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　  　  　  　  救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－２か２か２か２か月月月月

    
○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－２か２か２か２か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－２か２か２か２か月月月月

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、
　　　　　　　　上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科、、、、小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、
　　　　　　　　乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科） －） －） －） －各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部、、、、外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科））））
　　 －　　 －　　 －　　 －各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、外科外科外科外科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、小児科小児科小児科小児科　　　　――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから

○○○○市立川西病院 各市立川西病院 各市立川西病院 各市立川西病院 各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、外科外科外科外科

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから

○○○○西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 －－－－１か１か１か１か月月月月、、、、外科 外科 外科 外科 －－－－１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○姫路医療姫路医療姫路医療姫路医療センターセンターセンターセンター　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院　　　　１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（基本基本基本基本プログラムプログラムプログラムプログラム）[Ｂ）[Ｂ）[Ｂ）[Ｂコース]コース]コース]コース]

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（１１１１年次年次年次年次））））

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

内科内科内科内科（（（（計計計計６か６か６か６か月月月月）(）(）(）(必修必修必修必修）））） 救急部門救急部門救急部門救急部門（（（（２か２か２か２か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修））））



研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（２２２２年次年次年次年次））））

救急部門救急部門救急部門救急部門（（（（１か１か１か１か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修）））） 地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修）（）（）（）（２か２か２か２か月月月月））））

　　　　※１  ※１  ※１  ※１  診療所診療所診療所診療所・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ診療所診療所診療所診療所（（（（１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、宮本宮本宮本宮本クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～２２２２週間週間週間週間）、）、）、）、土田医院(土田医院(土田医院(土田医院(１１１１週間)週間)週間)週間)、、、、たにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月））））

　　　　※２※２※２※２　　　　保健所保健所保健所保健所・・・・・・・・・・・・・・・・西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所（（（（１１１１週間週間週間週間））））

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○神戸神戸神戸神戸アドベンチストアドベンチストアドベンチストアドベンチスト病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

 ※１  ※１  ※１  ※１ 診療所診療所診療所診療所についてはについてはについてはについては、、、、下記診療所下記診療所下記診療所下記診療所からからからから選択選択選択選択

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科、、、、リウマチ・リウマチ・リウマチ・リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科、、、、肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科、、、、
　　　　　　　　循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科、、、、消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科、、、、炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科、、、、総合内科総合内科総合内科総合内科）、）、）、）、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科）、）、）、）、精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、
　　　　　　　　産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科・・・・頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科、、、、
　　　　　　　　リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科科科科、、、、病理診断科病理診断科病理診断科病理診断科、、、、内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センター ―センター ―センター ―センター ―各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病グループ/グループ/グループ/グループ/内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝代謝代謝代謝グループグループグループグループ））、））、））、））、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科）、）、）、）、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　救命救急救命救急救命救急救命救急センターセンターセンターセンター、、、、小児科小児科小児科小児科、ＩＣＵ 、ＩＣＵ 、ＩＣＵ 、ＩＣＵ ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科）、）、）、）、輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科、、、、外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科）、）、）、）、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、超音波超音波超音波超音波センターセンターセンターセンター、、、、
　　　　　　　　麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部、、、、感染制御部 感染制御部 感染制御部 感染制御部 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科）－）－）－）－２か２か２か２か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから
    内科    内科    内科    内科、、、、外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、
　　　　　　　　リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科 科 科 科 －－－－１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月、、、、救急部門 救急部門 救急部門 救急部門 －－－－２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－１か１か１か１か月月月月、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科、、、、形成外科 形成外科 形成外科 形成外科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～４か４か４か４か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　リウマチリウマチリウマチリウマチ科科科科、、、、一般外科 一般外科 一般外科 一般外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科 外科 外科 外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月、、、、循環器科 循環器科 循環器科 循環器科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○関西労災病院関西労災病院関西労災病院関西労災病院　　　　１か１か１か１か月月月月
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科

○○○○柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　内科  　内科  　内科  　内科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　各各各各２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　外科  　外科  　外科  　外科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、救急救急救急救急・・・・総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、外科外科外科外科、、、、病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月、、、、循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科　　　　―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、一般内科一般内科一般内科一般内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　循環器科循環器科循環器科循環器科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科 眼科 眼科 眼科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、救急部門救急部門救急部門救急部門、、、、外科外科外科外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院　　　　２か２か２か２か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　眼科眼科眼科眼科、、、、皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月、、、、内科 内科 内科 内科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、外科 外科 外科 外科 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望のののの場合場合場合場合はははは＋＋＋＋１か１か１か１か月月月月））））
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科、、、、泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 －－－－各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院
　　　　　　　　麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 ―２か―２か―２か―２か月月月月、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―３か―３か―３か―３か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓西宮渡辺心臓・・・・血管血管血管血管センターセンターセンターセンター　　　　各各各各９か９か９か９か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○地域保健地域保健地域保健地域保健
　　　　　　　　※２※２※２※２　　　　下記保健所下記保健所下記保健所下記保健所からからからから選択選択選択選択

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表　(　(　(　(基本基本基本基本プログラムプログラムプログラムプログラム）[Ｂ）[Ｂ）[Ｂ）[Ｂコース]コース]コース]コース]

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

選択期間(選択期間(選択期間(選択期間(９か９か９か９か月月月月））））



小児科(小児科(小児科(小児科(６か６か６か６か月月月月））））
（（（（必修必修必修必修））））

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（１１１１年次年次年次年次））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（小児科重点小児科重点小児科重点小児科重点プログラムプログラムプログラムプログラム））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

○○○○兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - ６ヶ６ヶ６ヶ６ヶ月月月月（（（（各各各各２か２か２か２か月月月月））））
   ①   ①   ①   ①血液内科血液内科血液内科血液内科
   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科
   ③   ③   ③   ③糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科
   ④   ④   ④   ④肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科
   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科
   ⑥   ⑥   ⑥   ⑥神経内科神経内科神経内科神経内科
   ⑦   ⑦   ⑦   ⑦腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科
   ⑧   ⑧   ⑧   ⑧循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科
   ⑨   ⑨   ⑨   ⑨消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科
   ⑩   ⑩   ⑩   ⑩炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科
   ⑪   ⑪   ⑪   ⑪総合内科総合内科総合内科総合内科
   ⑫   ⑫   ⑫   ⑫輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科

○⑬○⑬○⑬○⑬兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  ・  ・  ・  ・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・血液内科血液内科血液内科血液内科
　　　　・・・・循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
　　　　・・・・消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科
　　　　・・・・腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
　　　　・・・・緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・一般内科一般内科一般内科一般内科
　　　　・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

内科内科内科内科（（（（計計計計６か６か６か６か月月月月）(）(）(）(必修必修必修必修））））

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設



救急部門(必修救急部門(必修救急部門(必修救急部門(必修））））
（（（（３か３か３か３か月月月月））））

産婦人科(必修産婦人科(必修産婦人科(必修産婦人科(必修））））
（（（（１か１か１か１か月月月月））））

地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修））））
（（（（１か１か１か１か月月月月））））

小児科小児科小児科小児科（（（（必修必修必修必修））））
(２か(２か(２か(２か月月月月））））

　　　　※1  ※1  ※1  ※1  診療所診療所診療所診療所・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ診療所診療所診療所診療所（（（（１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、宮本宮本宮本宮本クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～２２２２週間週間週間週間）、）、）、）、土田医院(土田医院(土田医院(土田医院(１１１１週間)週間)週間)週間)、、、、たにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月））））

　　　　※3※3※3※3　　　　保健所保健所保健所保健所・・・・・・・・・・・・・・・・西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所（（（（１１１１週間週間週間週間））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表　(　(　(　(小児科重点小児科重点小児科重点小児科重点プログラムプログラムプログラムプログラム））））

　　　　
○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学
　　　　ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療
　　　　センターセンターセンターセンター
 （ （ （ （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立宍粟総合公立宍粟総合公立宍粟総合公立宍粟総合
　　　　病院病院病院病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○神戸神戸神戸神戸アドベンアドベンアドベンアドベン
　　　　チストチストチストチスト病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○西脇市立西脇西脇市立西脇西脇市立西脇西脇市立西脇
　　　　病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

 ※1 ※1 ※1 ※1
   診療所   診療所   診療所   診療所についについについについ
　 　 　 　 てはてはてはては、、、、下記診下記診下記診下記診
　 　 　 　 療所療所療所療所からからからから選択選択選択選択

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（２２２２年次年次年次年次））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療
　　　　センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり）（）（）（）（※2※2※2※2））））

○○○○西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院西宮市立中央病院（（（（※2※2※2※2））））

○○○○関西労災病院関西労災病院関西労災病院関西労災病院（（（（※2※2※2※2））））

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（※2※2※2※2））））
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

※2 ※2 ※2 ※2 希望希望希望希望により２かにより２かにより２かにより２か月間月間月間月間のののの研修研修研修研修のののの
うち１かうち１かうち１かうち１か月間月間月間月間、、、、兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささささささささ
やまやまやまやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター、、、、西宮市立中央西宮市立中央西宮市立中央西宮市立中央
病院病院病院病院、、、、関西労災病院関西労災病院関西労災病院関西労災病院、、、、公立宍粟総公立宍粟総公立宍粟総公立宍粟総
合病院合病院合病院合病院のうちいずれかののうちいずれかののうちいずれかののうちいずれかの病院病院病院病院でででで研研研研
修修修修をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学
  病院  病院  病院  病院

　

　　　   

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
  救命救急  救命救急  救命救急  救命救急センターセンターセンターセンター
　　　　　 －　　　　　 －　　　　　 －　　　　　 －３か３か３か３か月月月月
    

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささささささささ
  やま  やま  やま  やま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
   救急部門   救急部門   救急部門   救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　 　 　 　 救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

    
○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　 　 　 　 救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

選択期間(選択期間(選択期間(選択期間(５か５か５か５か月月月月））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科、、、、リウマチ・リウマチ・リウマチ・リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科、、、、肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科、、、、
　　　　　　　　循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科、、、、消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科、、、、炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科、、、、総合内科総合内科総合内科総合内科）、）、）、）、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科）、）、）、）、救命救急救命救急救命救急救命救急センターセンターセンターセンター、、、、
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、
　　　　　　　　耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科・・・・頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科科科科、、、、病理診断科病理診断科病理診断科病理診断科、、、、
　　　　　　　　内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センター ―センター ―センター ―センター ―各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病グループ/グループ/グループ/グループ/内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝代謝代謝代謝グループグループグループグループ））、））、））、））、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科）、）、）、）、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科）、）、）、）、輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科、、、、外科外科外科外科（（（（上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科、、、、心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科）、）、）、）、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、
　　　　　　　　超音波超音波超音波超音波センターセンターセンターセンター、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部、、、、感染制御部 感染制御部 感染制御部 感染制御部 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから
    内科    内科    内科    内科、、、、外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、
　　　　　　　　リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科 科 科 科 －－－－１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月、、、、救急部門 救急部門 救急部門 救急部門 －－－－２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－１か１か１か１か月月月月、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科、、、、リウマチリウマチリウマチリウマチ科科科科、、、、一般外科一般外科一般外科一般外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、
　　　　　　　　麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科、、、、形成外科 形成外科 形成外科 形成外科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～４か４か４か４か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月、、、、循環器科 循環器科 循環器科 循環器科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　内科  　内科  　内科  　内科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　各各各各２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　外科  　外科  　外科  　外科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、救急救急救急救急・・・・総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、外科外科外科外科、、、、病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科　　　　―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、一般内科一般内科一般内科一般内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　循環器科循環器科循環器科循環器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科 眼科 眼科 眼科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、救急部門救急部門救急部門救急部門、、、、外科外科外科外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　内科内科内科内科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　眼科眼科眼科眼科、、、、皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、外科 外科 外科 外科 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望のののの場合場合場合場合はははは＋＋＋＋１か１か１か１か月月月月））））
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科、、、、泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 －－－－各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院
　　　　　　　　麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 ―２か―２か―２か―２か月月月月、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○地域保健地域保健地域保健地域保健
　　　　　　　　※３※３※３※３　　　　下記保健所下記保健所下記保健所下記保健所からからからから選択選択選択選択



産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科(３か(３か(３か(３か月月月月））））
（（（（必修必修必修必修））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（産婦人科重点産婦人科重点産婦人科重点産婦人科重点プログラムプログラムプログラムプログラム））））

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（１１１１年次年次年次年次））））

○○○○兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - ６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各２か２か２か２か月月月月））））
   ①   ①   ①   ①血液内科血液内科血液内科血液内科
   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科
   ③   ③   ③   ③糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科
   ④   ④   ④   ④肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科
   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科
   ⑥   ⑥   ⑥   ⑥神経内科神経内科神経内科神経内科
   ⑦   ⑦   ⑦   ⑦腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科
   ⑧   ⑧   ⑧   ⑧循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科
   ⑨   ⑨   ⑨   ⑨消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科
   ⑩   ⑩   ⑩   ⑩炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科
   ⑪   ⑪   ⑪   ⑪総合内科総合内科総合内科総合内科
   ⑫   ⑫   ⑫   ⑫輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科

○⑬○⑬○⑬○⑬兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  ・  ・  ・  ・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・血液内科血液内科血液内科血液内科
　　　　・・・・循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
　　　　・・・・消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科
　　　　・・・・腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
　　　　・・・・緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・一般内科一般内科一般内科一般内科
　　　　・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
   救命救急   救命救急   救命救急   救命救急センターセンターセンターセンター－－－－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
   救急部門   救急部門   救急部門   救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

    
○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

内科内科内科内科（（（（計計計計６か６か６か６か月月月月）(）(）(）(必修必修必修必修）））） 救急部門救急部門救急部門救急部門（（（（３か３か３か３か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設



研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（２２２２年次年次年次年次））））

小児科(必修小児科(必修小児科(必修小児科(必修））））
（（（（２か２か２か２か月月月月））））

地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修））））
（（（（１か１か１か１か月月月月））））

産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科（（（（必修必修必修必修））））
(４か(４か(４か(４か月月月月））））

　　　　※1  ※1  ※1  ※1  診療所診療所診療所診療所・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ診療所診療所診療所診療所（（（（１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、宮本宮本宮本宮本クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～２２２２週間週間週間週間）、）、）、）、土田医院(土田医院(土田医院(土田医院(１１１１週間)週間)週間)週間)、、、、たにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月））））

　　　　※3※3※3※3　　　　保健所保健所保健所保健所・・・・・・・・・・・・・・・・西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所西宮市保健所（（（（１１１１週間週間週間週間））））

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科内科(血液内科、、、、リウマチ・リウマチ・リウマチ・リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科、、、、肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科、、、、
　　　　　　　　循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科、、、、消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科、、、、炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科、、、、総合内科総合内科総合内科総合内科）、）、）、）、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科）、）、）、）、救命救急救命救急救命救急救命救急センターセンターセンターセンター、、、、
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、
　　　　　　　　耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科・・・・頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科頭頸部外科、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、、ＩＣＵ、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科科科科、、、、病理診断科病理診断科病理診断科病理診断科、、、、
　　　　　　　　内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センター ―センター ―センター ―センター ―各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 臨床検査科 ―１か―１か―１か―１か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病グループ/グループ/グループ/グループ/内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝代謝代謝代謝グループグループグループグループ））、））、））、））、
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科）、）、）、）、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科内科(神経内科）、）、）、）、輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科、、、、外科外科外科外科（（（（上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科、、、、心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科）、）、）、）、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、
　　　　　　　　超音波超音波超音波超音波センターセンターセンターセンター、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科・・・・疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/疼痛制御科/ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック部部部部、、、、感染制御部 感染制御部 感染制御部 感染制御部 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから
    内科    内科    内科    内科、、、、外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、
　　　　　　　　リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション科 科 科 科 －－－－１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月、、、、救急部門 救急部門 救急部門 救急部門 －－－－２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
　　　　　　　　呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 呼吸器外科 －－－－１か１か１か１か月月月月、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科、、、、リウマチリウマチリウマチリウマチ科科科科、、、、一般外科一般外科一般外科一般外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、
　　　　　　　　麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科、、、、形成外科 形成外科 形成外科 形成外科 －－－－各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～４か４か４か４か月月月月
　　　　　　　　循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、小児科 小児科 小児科 小児科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科 小児科 小児科 小児科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―１か―１か―１か―１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月、、、、循環器科 循環器科 循環器科 循環器科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院柏原赤十字病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　内科  　内科  　内科  　内科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　各各各各２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　外科  　外科  　外科  　外科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、救急救急救急救急・・・・総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科 ―１か―１か―１か―１か月月月月、、、、外科外科外科外科、、、、病理診断科 病理診断科 病理診断科 病理診断科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから、、、、循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科 ―２か―２か―２か―２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科　　　　―１か―１か―１か―１か月月月月からからからから、、、、一般内科一般内科一般内科一般内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　循環器科循環器科循環器科循環器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、眼科 眼科 眼科 眼科 ――――各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、救急部門救急部門救急部門救急部門、、、、外科外科外科外科、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、放射線科放射線科放射線科放射線科

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　内科内科内科内科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　眼科眼科眼科眼科、、、、皮膚科 皮膚科 皮膚科 皮膚科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　内科内科内科内科、、、、呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、形成外科形成外科形成外科形成外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、放射線科 放射線科 放射線科 放射線科 ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、外科 外科 外科 外科 ――――各各各各２か２か２か２か月月月月からからからから
　　　　　　　　救急科 救急科 救急科 救急科 －－－－２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望麻酔科希望のののの場合場合場合場合はははは＋＋＋＋１か１か１か１か月月月月））））
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科、、、、泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 －－－－各各各各３か３か３か３か月月月月からからからから

○○○○三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科

○○○○西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院西宮渡辺病院
　　　　　　　　麻酔科 麻酔科 麻酔科 麻酔科 ―２か―２か―２か―２か月月月月、、、、整形外科 整形外科 整形外科 整形外科 ―３か―３か―３か―３か月月月月からからからから

○○○○地域保健地域保健地域保健地域保健
　　　　　　　　※３※３※３※３　　　　下記保健所下記保健所下記保健所下記保健所からからからから選択選択選択選択

選択期間(選択期間(選択期間(選択期間(５か５か５か５か月月月月））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
    
○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院（（（（※2※2※2※2））））

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院（（（（※2※2※2※2））））

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（※2※2※2※2））））
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

※2 ※2 ※2 ※2 希望希望希望希望により４かにより４かにより４かにより４か月間月間月間月間のののの研修研修研修研修のうちのうちのうちのうち
１か１か１か１か月間月間月間月間、、、、明和病院明和病院明和病院明和病院、、、、ベリタスベリタスベリタスベリタス病院病院病院病院、、、、
公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院のうちいずれかののうちいずれかののうちいずれかののうちいずれかの病病病病
院院院院でででで研修研修研修研修をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○神戸神戸神戸神戸アドベンチストアドベンチストアドベンチストアドベンチスト病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
    
　　　　※1※1※1※1
  診療所  診療所  診療所  診療所についてはについてはについてはについては、、、、下記診療所下記診療所下記診療所下記診療所からからからから選択選択選択選択

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表　(　(　(　(産婦人科重点産婦人科重点産婦人科重点産婦人科重点プログラムプログラムプログラムプログラム））））



救急部門救急部門救急部門救急部門（（（（３か３か３か３か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修）））） 外科外科外科外科（（（（３か３か３か３か月月月月）（）（）（）（必修必修必修必修））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（外科専門医取得外科専門医取得外科専門医取得外科専門医取得プログラムプログラムプログラムプログラム））））

研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（１１１１年次年次年次年次））））

○○○○兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - 兵庫医科大学病院 - ６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各２か２か２か２か月月月月））））
   ①   ①   ①   ①血液内科血液内科血液内科血液内科
   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・   ②リウマチ・膠原病内科膠原病内科膠原病内科膠原病内科
   ③   ③   ③   ③糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・内分泌内分泌内分泌内分泌・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科
   ④   ④   ④   ④肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵内科膵内科膵内科膵内科
   ⑤   ⑤   ⑤   ⑤呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科
   ⑥   ⑥   ⑥   ⑥神経内科神経内科神経内科神経内科
   ⑦   ⑦   ⑦   ⑦腎腎腎腎・・・・透析内科透析内科透析内科透析内科
   ⑧   ⑧   ⑧   ⑧循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科循環器内科/冠疾患内科
   ⑨   ⑨   ⑨   ⑨消化管内科消化管内科消化管内科消化管内科
   ⑩   ⑩   ⑩   ⑩炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科炎症性腸疾患内科
   ⑪   ⑪   ⑪   ⑪総合内科総合内科総合内科総合内科
   ⑫   ⑫   ⑫   ⑫輸血輸血輸血輸血・・・・細胞治療科細胞治療科細胞治療科細胞治療科

○⑬○⑬○⑬○⑬兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  ・  ・  ・  ・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・血液内科血液内科血液内科血液内科
　　　　・・・・循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
　　　　・・・・消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科
　　　　・・・・腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
　　　　・・・・緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア内科内科内科内科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院－－－－６か６か６か６か月月月月（（（（各各各各３か３か３か３か月月月月））））
　　　　・・・・一般内科一般内科一般内科一般内科
　　　　・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院市立芦屋病院
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－２か２か２か２か月又月又月又月又は６かは６かは６かは６か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　・・・・内科内科内科内科－－－－６か６か６か６か月月月月

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科、、、、
　　　　　　　　下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科、、、、
    小児外科    小児外科    小児外科    小児外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科））））
　　  －　　  －　　  －　　  －各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科））））
　　  －　　  －　　  －　　  －２か２か２か２か月月月月からからからから

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○市立川西病院 市立川西病院 市立川西病院 市立川西病院 １か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月
（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○姫路医療姫路医療姫路医療姫路医療センターセンターセンターセンター　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

内科内科内科内科（（（（計計計計６か６か６か６か月月月月）(）(）(）(必修必修必修必修））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
   救命救急   救命救急   救命救急   救命救急センターセンターセンターセンター－－－－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
   救急部門   救急部門   救急部門   救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月
    

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

    
○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　救急部門救急部門救急部門救急部門－－－－３か３か３か３か月月月月

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設



研修研修研修研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（２２２２年次年次年次年次））））

選択必修科目選択必修科目選択必修科目選択必修科目
（（（（１か１か１か１か月月月月））））

地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修地域医療(必修））））
（（（（２か２か２か２か月月月月））））

　　　　※1  ※1  ※1  ※1  診療所診療所診療所診療所・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ・・・・いたみバラ診療所診療所診療所診療所（（（（１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科山田産婦人科（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月）、）、）、）、宮本宮本宮本宮本クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～２２２２週間週間週間週間）、）、）、）、土田医院(土田医院(土田医院(土田医院(１１１１週間)週間)週間)週間)、、、、たにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニックたにざわこどもクリニック（（（（１１１１週間週間週間週間～～～～１か１か１か１か月月月月））））

医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修医師臨床研修スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール選択表選択表選択表選択表（（（（外科専門医取得外科専門医取得外科専門医取得外科専門医取得プログラムプログラムプログラムプログラム））））

研修研修研修研修をををを行行行行うううう分野分野分野分野、、、、研修期間及研修期間及研修期間及研修期間及びびびび研修施設研修施設研修施設研修施設

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（肝肝肝肝・・・・胆胆胆胆・・・・膵外科膵外科膵外科膵外科、、、、下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科下部消化管外科、、、、乳腺乳腺乳腺乳腺・・・・内分泌外科内分泌外科内分泌外科内分泌外科、、、、
　　　　　　　　呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科呼吸器外科） ） ） ） ――――各各各各１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（小児外科小児外科小児外科小児外科、、、、炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科炎症性腸疾患外科） ） ） ） ――――各各各各１か１か１か１か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科） ） ） ） ―２か―２か―２か―２か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科（（（（上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科上部消化管外科）－）－）－）－２か２か２か２か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月

○○○○尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院尼崎中央病院　　　　３か３か３か３か月月月月からからからから
    外科    外科    外科    外科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院　　　　２か２か２か２か月月月月～～～～３か３か３か３か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
  　外科  　外科  　外科  　外科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～６か６か６か６か月月月月
　　　　　　　　外科外科外科外科

○○○○協立病院協立病院協立病院協立病院　　　　１か１か１か１か月月月月からからからから
　　　　　　　　一般外科一般外科一般外科一般外科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院　　　　１か１か１か１か月月月月～～～～２か２か２か２か月月月月（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療〇姫路医療センターセンターセンターセンター　　　　２か２か２か２か月月月月からからからから（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　外科外科外科外科

外科外科外科外科（（（（必修必修必修必修））））
(９か(９か(９か(９か月月月月））））

○○○○兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院
　　　　　　　　精神科神経科精神科神経科精神科神経科精神科神経科、、、、産科婦人科産科婦人科産科婦人科産科婦人科、、、、小児科小児科小児科小児科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院宝塚市立病院
  　麻酔科  　麻酔科  　麻酔科  　麻酔科、、、、小児科小児科小児科小児科

○○○○市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院
　　　　　　　　産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○ベリタス○ベリタス○ベリタス○ベリタス病院病院病院病院
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○明和病院明和病院明和病院明和病院
　　　　　　　　産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院（（（（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
　　　　　　　　小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科

○○○○兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学兵庫医科大学ささやまささやまささやまささやま医療医療医療医療センターセンターセンターセンター
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院公立宍粟総合病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院公立八鹿病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院高砂西部病院
　（　（　（　（宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○神戸神戸神戸神戸アドベンチストアドベンチストアドベンチストアドベンチスト病院病院病院病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））

○○○○西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院西脇市立西脇病院
  （  （  （  （宿舎宿舎宿舎宿舎ありありありあり））））
    
　　　　※1※1※1※1
  診療所  診療所  診療所  診療所についてはについてはについてはについては、、、、下記診療所下記診療所下記診療所下記診療所からからからから選択選択選択選択
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７ 研修到達目標 

 

 

 

研修目標 

 

いずれのプログラムでも厚生労働省の臨床研修到達目

標を満足させる。 

 

 

 

 

 

 

研修理念 

 

臨床研修医は、チーム医療の一員であることを常に意

識しつつ、広く Common Disease を経験してプライマリケ

アの修得に努めるとともに、全人的に優れたリサーチマ

インド持った医師を目指す。 
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【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   

 

〔研修理念〕  

臨床研修医は、チーム医療の一員であることを常に意識しつつ、広く Common Diseaseを経験して

プライマリケアの修得に努めるとともに、全人的に優れたリサーチマインド持った医師を目指す。 

  

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、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、  

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。  

3） 同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。  

4） 患者の転入、転出にあ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つけるために、  

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（Ｅ

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

2） 自己評価および第三者による評価をふまえた問題対応能力の改善ができる。   

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、 

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。  
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（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、症例呈示と意見交換を行うために、 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。  

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。  

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系統的に実施し、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。  

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  

Ａ 4） 血液型判定・交差適合試験  
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Ａ 5） 心電図（１２誘導） 、負荷心電図  

Ａ 6） 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）  

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）呼吸機能検査 

・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  

Ａ 14）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・バルブ・マスクによる徒手換気を含む）  

3) 胸骨圧迫を実施できる。  

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。  



30 

 

18) 気管挿管を実施できる。  

19) 除細動を実施できる。  

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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

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） ショック 

3） 意識障害 

4） 脳血管障害 

5） 急性呼吸不全 

6） 急性心不全 

7） 急性冠症候群 

8） 急性腹症 

9） 急性消化管出血 

10）急性腎不全 

11）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  

 

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  

Ｂ ① 貧血（鉄欠乏性貧血、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  

Ａ ① 脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）  

      ② 認知症疾患  

      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  
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Ｂ ① 湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）  

Ｂ ② 蕁麻疹  

      ③ 薬疹  

Ｂ ④ 皮膚感染症  

（４） 運動器（筋骨格）系疾患  

Ｂ ① 骨折  

Ｂ ② 関節・靱帯の損傷及び障害  

Ｂ ③ 骨粗鬆症  

Ｂ ④ 脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）  

（５） 循環器系疾患  

Ａ ① 心不全  

Ｂ ② 狭心症、心筋梗塞  

 ③ 心筋症  

Ｂ ④ 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）  

      ⑤ 弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）  

Ｂ ⑥ 動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）  

  ⑦ 静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫）  

Ａ ⑧ 高血圧症（本態性、二次性高血圧症）  

（６） 呼吸器系疾患  

Ｂ ① 呼吸不全  

Ａ ② 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）  

Ｂ ③ 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症）  

     ④ 肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）  

      ⑤ 異常呼吸（過換気症候群）  

      ⑥ 胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）  

      ⑦ 肺癌  

（７） 消化器系疾患  

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

Ｂ ② 小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）  

      ③ 胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎）  

Ｂ ④ 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）  

Ｂ ⑥ 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  

Ａ ① 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）  

Ｂ ④ 泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石症、尿路感染症）  

（９） 妊娠分娩と生殖器疾患  

Ｂ ① 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 女性生殖器及びその関連疾患（月経異常（無月経を含む）、不正性器出血、更年期障害、外
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陰・腟・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍）  

Ｂ ③ 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  

Ａ ④ 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）  

Ｂ ⑤ 高脂血症  

      ⑥ 蛋白及び核酸代謝異常（高尿酸血症）  

（１１） 眼・視覚系疾患  

Ｂ ① 屈折異常（近視、遠視、乱視）  

Ｂ ② 角結膜炎  

Ｂ ③ 白内障  

Ｂ ④ 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  

Ｂ ① 中耳炎  

      ② 急性・慢性副鼻腔炎  

Ｂ ③ 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  

Ａ ② 認知症（血管性認知症を含む）  

  ③ アルコール依存症  

Ａ ④ 気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）  

Ａ ⑤ 統合失調症  

      ⑥ 不安障害（パニック障害）  

Ｂ ⑦ 身体表現性障害、ストレス関連障害  

（１４） 感染症  

Ｂ ① 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） 

Ｂ ② 細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌、クラミジア)  

Ｂ ③ 結核  

      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 全身性エリテマトーデスとその合併症  

Ｂ ② 関節リウマチ 

Ｂ ③ アレルギー疾患  

（１６） 物理・化学的因子による疾患  

      ① 中毒（アルコール、薬物）  
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      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）  

Ｂ ④ 熱傷  

（１７） 小児疾患  

Ｂ ① 小児けいれん性疾患  

Ｂ ② 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  

Ｂ ④ 小児喘息  

      ⑤ 先天性心疾患  

（１８） 加齢と老化  

Ｂ ① 高齢者の栄養摂取障害  

Ｂ ② 老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡）  

  

Ｃ 特定の医療現場の経験  

必修項目にある現場の経験とは、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  

生命や機能的予後に係わる、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） 重症度及び緊急度の把握ができる。  

3)  ショ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、胸骨圧迫、人工呼吸等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ために、  

1） 食事・運動・休養・飲酒・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、家族計画を指導できる。  

3） 地域・産業・学校保健事業に参画できる。  

4） 予防接種を実施できる。  

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。  



36 

 

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  

（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   

精神保健福祉センター、精神科病院等の精神保健・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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〔内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

医師がプライマリ・ケアーを習得するため、内科一般の基本的な臨床研修を広く行うことによ

り、更に他の専門的な研修をより容易にすることを可能にする。 

 

【内容】 

① 一般目標(ＧＩＯ) 

医師としての人格を形成し、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・ケアー

としての内科の基本的な診療能力としての態度、技能、知識を身につける。 

② 行動目標(ＳＢＯｓ) 

（１）基本的診察法を習得する。具体的には面接技法、全身の診察（頭部、頚部、胸部、腹部、

骨、関節、筋肉系、神経系）ができる 

（２）基本的検査法を自ら実施でき、結果を解釈できる。具体的には、検尿、検便、血算、出

血時間、血液型判定、交差適合試験、動脈血ガス分析、心電図などである。 

（３）基本的検査を選択、指示し結果を解釈できる。具体的には血液生化学的検査、血液免疫

学的検査、肝機能検査、腎機能検査、内分泌学的検査、細菌学的検査、髄液検査、止血

機能検査、胸腹部単純 X 線検査、超音波検査、造影Ｘ線検査、Ｘ線ＣＴ検査、ＭＲＩ検

査、核医学検査などである。 

（４）基本的手技を経験する。具体的には滅菌、消毒、簡単な局所麻酔外科手技、注射（皮内、

皮下、筋肉）、点滴、静脈確保、採血法、穿刺法（腰椎、胸腹腔内、骨髄）、導尿、浣腸、

気管内挿管、レスピレーター装着などである。 

（５）基本的治療を実施する。具体的には薬剤の処方、輸液、輸血、抗生剤の使用、副腎皮質

ステロイド薬の使用、抗免疫療法、抗腫瘍剤、中心静脈療法、経腸栄養法などである。 

（６）救急処置法を経験する 

（７）末期医療の治療管理ができる。 

（８）医療の社会的側面に対応できる。 

（９）各種医療関係者と協力し、情報交換できる。 

（10）文書記録、診療計画作成と管理ができる。 

（11）剖検やＣＰＣに参加する。 

③ 研修内容（方略）(ＬＳ) 

ＬＳ１：On the job training(ＯＪＴ) 

・ローテーション診療科において患者を受け持ち、上級医とともに、患者のケアーにあたり、

それぞれの疾患についての知識を深め、検査手技・治療法を習得する。 

・受け持ち患者の内科学的所見の変化を把握し、電子カルテに記載する。 

・回診に参加する。 

・副直として、当直業務に参加する。 

ＬＳ２：カンファレンス 

・研修医教育に関する行事に参加する。 
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④ 教育に関する行事 

内科全体 

 第２、４週 月 17:30～ 内科セミナー 

                 症例報告（病理検討会を含む）と講師以上によるミニレビュー 

⑤ 評価(ＥＶ) 

１．自己評価 

・研修到達手帳に症例や経験した症状を記載する。 

・ローテーション期間内（最終月の 25日まで）にＥＰＯＣでの入力を行う。 

２．指導医による評価 

・ＥＰＯＣでの入力を行う。 

３．看護師による評価 

・ＥＰＯＣを用いて看護師長の評価を受ける。 
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〔血液内科〕 

研修の特徴と内容 

 【特徴】 

当科では、白血病、悪性リンパ腫などの造血器悪性疾患（一部の固形腫瘍を含む）に対する化

学療法、末梢血幹細胞移植、骨髄移植、臍帯血移植、ＨＬＡ半合致移植などの造血幹細胞移植を

中心に、貧血なども含め血液疾患全般の診療を行っています。また、ＤＩＣ、血小板減少性紫斑

病、凝固因子欠乏症などの出血性疾患およびＡＴＩＩＩ、プロテインＣ、Ｓ欠乏症などの血栓性

疾患、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの診断・治療も行っており、これらを通して全人的な内科診療を行って

います。特に造血幹細胞移植や血友病診療においては全国でも有数の施設であり、血液内科領域

での最先端医療を行っています。またＨＩＶ感染症については、兵庫県の中核拠点病院として専

門的に診療を行っています。診療の多様化、複雑化に対応するために、医師、看護師、薬剤師、

移植コーディネーター、リハビリテーション療法士、歯科衛生士、メディカルアシスタント等多

職種による包括的チーム医療を実践しています。専門化しすぎていると思われがちですが、血液

以外の内科での応用範囲は広く、幅広い研修を行うことができます。 

  

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

  血液疾患全般においての診断、治療の選択肢を提示する為に、専門的知識と技術を理解し、

血液疾患の治療を通して全人的対応の出来る診療能力を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．骨髄所見を判読できる。 

２．血液疾患全般においての診断を行い、治療計画を立案できる。 

３．基本手技として骨髄穿刺、骨髄生検、中心静脈カテーテル挿入ができる。 

４．抗癌剤を用いた化学療法を実施できる。 

５．造血幹細胞移植が実施できる。 

６．無菌室での治療が実施できる。 

７．輸血療法の適応を判断できる。 

８．免疫不全状態での感染症対策が立案できる。 

９．移植片対宿主病など造血幹細胞移植合併症の診断、治療が実施できる。 

10．血栓性疾患に対する抗血栓療法が実施できる。 

11．出血性疾患に対する止血治療が実施できる。 

12．ＨＩＶ感染症の治療ガイドラインを説明できる。 

13．関連する他職種、他部門スタッフと良好な連携をとることができる。 

14．患者や家族に適切な説明ができる。 

15．心理、社会的ケアを実施できる。 

16．終末期医療、緩和ケアを実施できる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training(ＯＪＴ) 

１．指導医、上級医のもとで入院患者を診療し、臨床実習学生を指導する。 

２．外来診療の助手を務める。 

３．回診に参加する。 



40 

 

ＬＳ２：カンファレンス 

１. 幹細胞移植症例検討会 

受け持ち患者の症例呈示、診断、治療経過の検討を行う。 

２. 骨髄標本検討会 

検査技師、医師供覧での骨髄標本の検討に参加する。 

３. 血友病/ＨＩＶケースカンファレンス 

血友病、ＨＩＶ症例の治療経過の検討に参加する。 

４. 血液内科医局会 

抄読会、研究報告などで最新の知見を学習する。 

ＬＳ３：学会、研究会への参加  

④ 教育に関する行事 

内科（内科全体） 

月  17:30～ 内科合同カンファレンス（第２、４週）：症例検討 、医療講演 

血液内科 

     月、金 17:00～ 幹細胞移植症例検討会 

水 15：00～ 教授回診、16：00～ 医局会（症例検討、論文抄読、研究報告等） 

木 17：00～ 血友病／ＨＩＶケースカンファレンス（第１週） 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

基本的にＥＰＯＣで評価する。 

 

指導医等 

主任教授：小川 啓恭     臨床准教授：大杉 夕子   講 師：日笠 聡 

講 師：玉置 広哉      講 師：岡田 昌也     講 師：池亀 和博      

助 教：澤田 暁宏   助 教：徳川 多津子    助 教：海田 勝仁      

助 教：井上 貴之       

 

研修実施責任者  

助 教：澤田 暁宏 
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血液内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

 

 

 

 

 

 

 17：30～ 

内科合同カンファレンス 

（第 2、4週） 

17：00～ 

幹細胞移植症例検討会 

（11E） 

 

火 

 

 

 

 

 

 

   

水 

9：00～ 外来業務 

 

 

 

 

 

15：00～16：00 

血液内科回診 

（11E、10－6） 

16：00～ 

血液内科症例検討会 

（8－8CR） 

17：00～ 

血液内科医局会 

（8－8CR） 

木 

9：00～ 外来業務 

 

 

 

 

 

 17：00～ 

血友病/ＨＩＶ症例検討会 

（第 1週）（8－8CR） 

 

金 

9:00～ 骨髄採取 

 

 

 

 

 17：00～ 

幹細胞移植症例検討会 

（11E） 

 

土 
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〔リウマチ・膠原病内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   当科はリウマチ・膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、全身性硬化症、多発性筋炎、

皮膚筋炎、血管炎症候群、シェーグレン症候群、ベーチェット病、線維筋痛症、リウマチ性多発

筋痛症、サルコイドーシスなど)・アレルギー性疾患（気管支喘息、蕁麻疹、花粉症、各種アレル

ギー、アナフィラキシーなど）を対象として、外来・入院患者の診療、基礎及び臨床研究、一般

内科医、専門医の養成に当たっている。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

当科の扱う疾患は、いずれも多臓器が侵される全身性疾患であるため、一般内科の知識が基

礎知識として要求される。そのため、一般内科研修を行う上で内科全般の基礎知識を身につけ

る修練の場として最適である。そこで、これらの疾患を対象として臨床研修をするなかで、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に、プライマリ・ケアとしての内

科の基本的な診療能力としての態度、技能、知識を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. バイタルサイン、身体所見を迅速に把握できる。（技能） 

２. 重症度と緊急度が判断できる。（解釈） 

３. 基本的な診断、治療手技が実施できる。（技能） 

４. 膠原病・類縁疾患・アレルギー疾患の診断ができる。（問題解決） 

５. 膠原病・類縁疾患・アレルギー疾患の治療方針が上級医と討論しながら計画できる。 

      （問題解決） 

６. ステロイド薬、免疫抑制剤、生物学的製剤の作用と副作用を理解している。（知識） 

７. ステロイド薬、免疫抑制剤、生物学的製剤の作用と副作用を患者に説明でき、治療に協力

が得られる。（問題解決） 

８. 感染症に対して適切に検査が実施でき、抗生剤・抗ウイルス剤・抗真菌剤が適切に投与で

きる。（問題解決） 

９. 入院患者の栄養管理を適切に実施できる。（問題解決） 

10. アレルギー疾患についてアレルゲンの同定ができる。（問題解決） 

11. 気管支喘息患者に吸入指導ができる。（問題解決） 

12. 当科で実施している検査（胃カメラ、口唇生検、筋生検、腎生検など）について、目的、

リスクなどが患者に説明できる。（態度） 

13. スタッフと良好なコミュ二ケーションをとることができる。（態度） 

14. ＩＣＵに入室させる時期を適切に判断できる。（問題解決） 

15. 症例提示、症例発表ができる。（技能） 

16．症例について、診断・治療・臨床経過に応じて、適宜、文献検索し、病態の解明、治療に

つなげることができる。（問題解決・態度） 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ) 

１. １年次はチームの一員として、指導医、上級医のもと診療に参加し、臨床実習学生を指



43 

 

導する。 

２．２年次はチームの上級医として診療に参加し１年次研修医、臨床実習学生を指導する。 

３．毎日、上級医と回診し、問題点を整理する。更に、週１回の回診、症例検討に参加する。 

④ 教育に関する行事 

内科 

月 17:30～18:30 内科合同カンファレンス（第２、４週） 

     症例報告 (病理検討会を含む) 

     各専門科におけるトピックス紹介 

リウマチ・膠原病内科カンファレンス 

月  8:40〜9:05  モーニングセミナー（1-4CF） 

  15:00〜17:30   回診及び症例検討（8-8CF,11西） 

水  8:40〜9:05   モーニングセミナー(8-8CF) 

   15:00～17:00 症例検討及び回診 (８−８CF,11西)   

17:30～18:30 症例検討・抄読会・カンファレンス (8－8C.R.)  

                 死亡症例報告、臨床研究報告、文献紹介(輪番制) 

  木 17:00~17:30  初期研修医セミナー（第２週月１回） 

また、学外研修会にも随時参加できる。 

   整形外科・合同カンファレンス 

    月 18:00〜19:00 (月１回第３週開催)（8-8CF） 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価 

  ＥＰＯＣに入力する。 

２．指導医による評価 

       ＥＰＯＣへの入力状況、症例プレゼンゼンテーション、症例検討を通じて評価を行な

う。 

３．看護師長による評価 

  ＥＰＯＣを用いて、看護師長からの評価を行なう。 

４．研修内容の評価 

       研修医によるリウマチ・膠原病内科の評価はＥＰＯＣを用いて行なう。 

 

指導医等 

主任教授：佐野 統  教授：松井 聖  講師：北野 将康  講師：東 直人      

  助教：森本 麻衣 

 

研修実施責任者  

教授：松井 聖 
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リウマチ･膠原病内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

外来業務（担当者） 

9:30 新入院･重症回診 

病棟業務 

カルテチェック、 

訪床診察により問題点

整理 

9：30～12：30 

主治医との病状検討、 

検査同行、カルテ整理 

13：30〜初診外来実習 

13：30～15：00 病棟業務 

主治医との検査データの 

検討、検査同行、 

患者・家族への病状説明、 

カルテ整理 

訪床診察により病状検査

データの説明 

 8:40～9:05  

朝カファレンス 

15：00～17:30 

症例検討・回診 

17:30〜18:30 

内科合同カンファレンス

（第 2、4週）  

 

 

外来業務については、 

研修センターより担

当者が指定されます。 

外来優先で問診をと

ってください。 

火 

外来業務（担当者） 

病棟業務 

関節エコー 

病棟業務 

13:30〜 初診外来実習 

  

水 

外来業務（担当者） 

病棟業務 

腎生検 

関節エコー 

 

 

13：30〜初診外来実習 

15：00～17：00 

新入院、重症者カンファレ

ンスと教授回診 (11西)、 

症例プレゼンテーション

の実践 

8:40～9:05  

朝カファレンス 

17：30～ 18：30  

リウマチ科症例検討会・抄

読会（8-8CR）、 

但し、第 3週目は剖検病理

検討会 

研修医向け症例検討

会は、担当症例の検討

を行います。 

抄読会は、臨床や症例

の文献を紹介しても

らいます。 

木 

外来業務（担当者） 

病棟業務 

化学療法室：生物学的 

製剤点滴 

 

13：30〜初診外来実習 

口唇生検（2 年目研修医） 

病棟業務 

 

17：00～1７:３0 

初期研修医セミナー 

（第２週） 

 

金 

外来業務（担当者） 

病棟業務 

 

 

13：30〜初診外来実習 

病棟業務 

ウィクリーサマリー作成 

15:00 新入院･重症回診 

 

  

土 

外来業務（担当者） 

病棟業務 

ウィクリーサマリー作

成 

第 1、3、5週は、 

午前中業務があります。 
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〔糖尿病・内分泌・代謝内科〕  

研修の特徴と内容 

【特徴】 

糖尿病は、合併症も含めて全身を診る疾患であり、また内分泌・代謝に関連する疾患は多種多様

で、内科全般の研修が可能である。一方、専門疾患の研修の面で、当科は糖尿病学会、内分泌学会、

動脈硬化学会の認定教育施設となっている。当科は、①糖尿病診療に特化・深化した糖尿病グルー

プ、②内分泌・代謝疾患を広く診療する内分泌・代謝グループ、の 2 つの診療グループからなる。

研修医の研修は、糖尿病学会指導医・専門医、内分泌学会指導医・専門医、動脈硬化学会指導医・

専門医、学会認定痛風医などの資格を持つ専門医の指導のもと行われる。 

１．糖尿病グループ 

糖尿病治療、特に強化インスリン療法の経験が豊富であり、妊娠糖尿病・糖尿病合併妊婦やその

新生児の管理も産科・小児科と行っている。糖尿病性合併症治療も関係各科と連携し重症例への対

応も可能である。臨床研修医の指導は、指導医、上級医、研修医のチームで患者の診断と治療に当

っている。定期外来通院患者数約 2,000 例、年間入院患者数約 200 例で、1～3 ヵ月の研修期間に入

院患者の糖尿病の診断から種々の経口糖尿病薬治療、インスリン導入法や CSII を含むインスリン

治療、GLP-1 受容体作動薬治療、合併症の評価、持続血糖測定(CGM)、糖尿病教室および患者教育・

指導までマスターできるよう指導にあたっている。 

２．内分泌・代謝グループ 

内分泌疾患（脳下垂体、副甲状腺、甲状腺、副腎の腫瘍と機能異常）の診断・治療、代謝疾患・

生活習慣病（高尿酸血症・痛風、高脂血症、肥満、糖代謝異常、高血圧など）の評価・指導・治療、

動脈硬化ハイリスク患者（冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患）のリスク管理、睡眠時無呼吸

症候群の診断と治療（CPAP 等）、遺伝性内分泌代謝異常（家族性高コレステロール血症、遺伝性脂

質異常症、遺伝性内分泌疾患、酵素異常によるプリン代謝疾患、腎性低尿酸血症など）の遺伝子診

断、基礎代謝量などの評価に基づいた肥満治療、骨粗鬆症の診断と治療など多岐の内分泌・代謝異

常の研修が可能である。主な副腎、脳下垂体、副甲状腺疾患で年間 200 例程度の入院症例を有し、

症例数は近畿でも有数である。負荷試験・画像検査・病理所見などの結果を基に、種々の病態の考

え方を学ぶ。 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

（共通） 

１．患者中心のチーム医療を実践するために、全人的対応のできる診療能力・姿勢・態度を修得す

る。 

２．基本的な医療面接、理学的所見の能力を習得する。 

３．各種負荷試験の理論を理解し、実施、解析、評価により、疾患の病態を理解する。 

４．画像診断、核医学検査、病理組織診断の解析、評価を通じて疾患の病態を理解する。 

５．病態に立脚しＥＢＭに基づいた診療・治療を実施する。 

６．内科診療に必須であるコミュニケーション能力を養う。 

７．論理的思考による考える医療の実践と、プレゼンテーション能力を向上させる。 

８．研究的な思考、医学研究への意識をはぐくむ。 

（糖尿病グループ） 

１．糖尿病診断からインスリン治療を主とした治療、合併症評価が一人で遂行できる。 
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２．2 年目の研修医は糖尿病教室を含めた患者指導までマスターできるよう努力してもらう。 

（内分泌・代謝グループ） 

１．代表的な内分泌疾患の診断と治療方針が決定できる。 

２．代謝性疾患などの動脈硬化リスクを評価し、動脈硬化性疾患のリスク管理を実践できる。 

 

② 行動目標（ＳＢＯ）  

（共通） 

１．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できる。 

２．チーム医療として病棟や他の部署のスタッフと良好なコミュニケーションをとれる。（問題解

決） 

３．病態を把握し、問題解決型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣を身につける。(態度） 

４．詳細な医療面接ができる。（技能） 

５．基本的かつ疾患に応じた理学的所見をとることができる。（技能） 

６．各種負荷試験を実施、解析、評価ができる。（技能） 

７．患者、家族にわかりやすく病状説明ができる。（技能・態度） 

８．カンファレンスで積極的に発言、議論できる。（態度・問題解決） 

９．症例を適切にプレゼンテーションし、問題点を提示できる。（技能・問題解決） 

10．症例の特徴を、文献的考察を交えて提示できる。（態度・技能・問題解決） 

（糖尿病グループ） 

１．神経障害に関連した神経学的所見（腱反射、振動覚）を把握できる。（技能） 

２．インスリン自己注射、血糖自己測定の手技を実施、指導できる。（技能） 

３．糖尿病性昏睡、低血糖発作の重症度と緊急度が判断できる。（解釈） 

４．糖尿病内服治療薬の特徴に基づいた使い分けができる。（解釈） 

５．インスリンの特徴に基づいた使い分けができる。（解釈） 

６．入院患者の栄養管理を適切に実施できる。（問題解決） 

７．糖尿病の初期治療を実施できる。（問題解決） 

８．糖尿病患者へのわかりやすい病態と合併症の説明が実施できる。（態度） 

９. 糖尿病教室を含めた患者指導を実践できる。（知識） 

（内分泌・代謝グループ） 

１．画像診断、核医学検査、病理組織診断を解釈できる。（解釈） 

２．甲状腺（穿刺吸引細胞診を含む）、頸動脈の超音波検査の実施、評価ができる。(技能) 

３．内分泌疾患の診断の手順とその病態における意味が理解できる（技能） 

４．病態に応じた内分泌疾患の治療方針を提唱できる。（技能） 

５．病態に応じた生活習慣病の治療と予防を実施できる。（技能） 

６．動脈硬化のリスク評価とＥＢＭに応じた予防治療を実践できる。（技能） 

 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ) 

１．１年次はチームの一員として、各自２～５名程度の患者を受け持ち、指導医、上級医のもと診

療に参加し、臨床実習学生を指導する。 

２．２年次はチームの上級医として、各自３～８名の患者を受け持ち、診療に参加し、１年次研修

医、臨床実習学生を指導する。 
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３．総回診、グループ回診に参加する。 

４．頚動脈エコー・甲状腺エコーに参加し、実施する。 

５．退院時（遅くとも退院後の患者が外来受診する前に必ず）、入院診療サマリーを提出する。 

６．研修医は副直として当直診療を行う。また外来研修として月数回の予診を行う。 

 

ＬＳ２：教授回診、症例検討会、ジャーナルクラブ、糖尿病教室 

１．総回診、グループ回診、症例カンファレンス 

担当症例の基本的情報に関する提示を行う。 

２．症例検討会 

選択された症例のプレゼンテーションを行い、症例を深く議論する。 

３．ジャーナルクラブ 

スタッフによる文献提示、研究成果の検討に参加する。 

４．糖尿病教室（糖尿病グループ） 

糖尿病科スタッフによる主に患者さんを対象とした勉強会であるが、医師として最低限の知識

を身につけ、患者さんへの病状説明に役立てる。 

 

ＬＳ３：症例報告（内科学会、糖尿病学会、内分泌学会など） 

指導医とスタッフの指導により症例をまとめ、学会や研究会での発表、論文にまとめる。 

 

④ 教育に関する行事 

<週間スケジュール> 

（共通） 

  月 

教授回診と医局カンファレンス・連絡会 15：30- 

内科合同カンファレンス（第２、４週）17：30- 

症例報告 (病理検討会を含む)とショートレクチャー 

    勉強会（第１週） 医局カンファレンス終了後- 

（糖尿病グループ） 

火 14：00～17：00 グループカンファレンス 

    金 15：00～16：00 糖尿病教室 

（内分泌・代謝グループ） 

   水 16：00～18：00 グループカンファレンス 

       グループカンファレンス終了後-  研究カンファレンス 

 

⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価 

    ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

退院時サマリー記入状況、ＥＰＯＣ入力状況、診療チームでの勤務状況を踏まえて評価を行う。 

３．看護師による評価 

    ＥＰＯＣ入力により、看護師からの評価を行う。 

４．研修内容の評価 
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    研修医による指導医の評価を、EPOC を用いて行う。 

 

指導医等 

（糖尿病グループ） 

主任教授：小山英則      

講 師：楠 宜樹      助 教：美内 雅之 

助 教：小西 康輔     助 教：松尾 俊宏   

非常勤講師：難波 光義 

（内分泌・代謝グループ） 

主任教授：小山英則     教 授：森脇 優司   

講 師：庄司 拓仁   助教：角谷 学 

非常勤講師：堤 善多 

 

研修実施責任者  

講師：庄司 拓仁  
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糖尿病グループ 週間予定表 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

8:30～  

外来・病棟業務 

 

 

 

 

15：00～ 頚動脈エコ

ー 

（エコー室） 

15 ：30～ 回診・医局カン

ファレンス（1 号館 8 階東病

棟および 1 号館 4 階） 

17：30～ 内科合同カンファ

レンス（第 2、4 週） 

勉強会（第 1 週） 

病棟スタッフは終日院

内主観患者（8 東病棟）

および共観患者に対す

る診療 

火 

8:30～  

外来・病棟業務 

 

 

 

14：00～  

糖尿病グループカン

ファ 

（1号館 4階共用カン

ファレンスルーム） 

 

 

病棟スタッフは終日院

内主観患者（8 東病棟）

および共観患者に対す

る診療 

水 

8:30～  

外来・病棟業務 

 

 

病棟業務  病棟スタッフは終日院

内主観患者（8 東病棟）

および共観患者に対す

る診療 

木 

8:30～  

外来・病棟業務 

 

 

病棟業務 院外勉強会（主に木曜日） 病棟スタッフは終日院

内主観患者（8 東病棟）

および共観患者に対す

る診療 

金 

8:30～  

外来・病棟業務 

 

 

15：00～ 糖尿病教室 

（2－2 集団栄養指導

室） 

 病棟スタッフは終日院

内主観患者（8 東病棟）

および共観患者に対す

る診療 

土 

8:30～  

外来・病棟業務 

（1、3、5 週） 

 

 

  病棟スタッフは院内主

観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診

療 
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内分泌・代謝グループ 週間予定表 

 午 前 午 後 症例検討会・勉強会 備 考 

月 

8：30～  

外来・病棟業務 

 

病棟業務 15：30～ 回診・医局カンフ

ァレンス 

（1 号館 8 階東病棟および 1

号館 4 階） 

17：30～ 内科合同カンファ

レンス（第 2、4 週） 

勉強会（第 1 週） 

病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 

火 

8：30～  

外来・病棟業務 

病棟業務  病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 

水 

8：30～  

外来・病棟業務 

 

 

 

14：00～ 

甲状腺エコー 

甲状腺穿刺吸引細胞診 

頸動脈エコー 

(8-3 超音波検査) 

 

16：00～ 

内分泌グループカンファ 

（8号館4階カンファレンス

ルーム） 

症例検討会 

抄読会 

動脈硬化検討会 

18：00～ 

研究検討会 (8 号館 4 階

カンファレンスルーム) 

病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 

木 

8：30～  

外来・病棟業務 

 

病棟業務 

 

 

院外勉強会(不定期) 病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 

金 

8：30～  

外来・病棟業務 

 

 

 

病棟業務  病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 

土 

8：30～  

外来・病棟業務 

 (1，3，5 週) 

  病棟スタッフは終日院内

主観患者（8 東病棟）およ

び共観患者に対する診療 
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〔肝・胆・膵内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

肝胆膵疾患の臓器の特性を理解でき、これら疾患の機能検査法の基礎と診断的意義、病理組織

像、画像診断と病理形態との関連性について学べる。慢性肝疾患におけるインターフェロン治療

や抗ウイルス療法、肝胆膵疾患に必要とされる腹部超音波やＣＴ、ＭＲＩの読影、腹部超音波検

査法や内視鏡検査の基礎的技術を習得でき、肝生検、ラジオ波凝固療法（ＲＦＡ）、内視鏡的食道

静脈瘤結紮術や硬化療法（ＥＶＬ.ＥＩＳ）、内視鏡的逆行性膵胆管造影（ＥＲＣＰ）などを経験

できる。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

患者を全人的に診療できる素養と技能を有する医師となるために、消化器内科領域、特に肝

臓、胆道系及び膵臓の臓器特性を理解し、肝・胆・膵疾患の診断法及び治療法を修得すると共

に内科医師としての基本的な診療能力を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．肝胆膵内科のチームの一員として診療にあたることができる。（態度） 

２．患者本人及び家族に対して分かりやすく病状説明することができる。（態度） 

３．慢性肝炎の鑑別診断ができる。（解釈） 

４．肝硬変の鑑別診断及び重症度分類ができる。（解釈） 

５．肝細胞癌の診断ができる。（解釈） 

６．自己免疫性肝疾患の鑑別診断ができる。（解釈） 

７．Ｂ型慢性肝炎の治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．Ｃ型慢性肝炎の治療計画を立案できる。（問題解決） 

９．肝癌の治療選択ができる。（問題解決） 

10. 肝硬変の栄養管理ができる。（技能） 

11. 肝細胞癌の治療（ＲＦＡ，ＴＡＣＥ）の介助ができる。（技能） 

12. 肝生検の適応を決定できる。（問題解決） 

13．経口抗ウイルス剤の特徴に基づいた使い分けができる。（解釈） 

14．経口抗ウイルス剤の効果と副作用について説明できる。（知識） 

15．インターフェロン製剤の効果と副作用について説明できる。（知識） 

16．腹水の診断と治療ができる。（解釈・技能） 

17．肝性脳症の診断と治療ができる。（解釈・技能） 

18．分枝鎖アミノ酸製剤の効果と副作用について説明できる。（知識） 

19．食道胃静脈瘤を診断できる。（解釈） 

20．上部消化管内視鏡検査を介助できる。（技能） 

21．下部消化管内視鏡検査を介助できる。（技能） 

22．食道胃静脈瘤の治療（ＥＶＬ，ＥＩＳ）を介助できる。（技能） 

23．閉塞性黄疸の鑑別診断ができる。（解釈） 

24．閉塞性黄疸の治療（ＥＮＢＤ，ＥＲＢＤ，ＥＳＴ、ＰＴＣＤ）の介助ができる。（技能） 

25．膵・胆道癌の診断ができる。（解釈） 
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26．膵・胆道癌の治療計画を立案することができる。（問題解決） 

27．肝臓・胆のうの超音波検査を行うことができる。（技能） 

28．採血・点滴・静脈ルート確保等、基本的な診断・治療手技を実施することができる。 

（技能） 

29．病態に応じた抗生物質の選択ができる。（問題解決） 

30．入院患者の栄養管理を適切に実施できる。（技能） 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training（ＯＪＴ） 

１．１年次は指導医及び上級医とチームを組み、指導医・上級医の指導のもと、診療に参加

する。適宜、臨床実習学生も指導する。 

    ２．２年次は、指導医・上級医の指導のもと診療に参加するとともに、１年次の研修医があ

る場合は、上級医として１年次の研修医を指導する。適宜、臨床実習学生を指導する。 

３．毎日、受持患者の廻診を行うとともに、グループの廻診、及び診療科の廻診に参加する。 

ＬＳ２：腹部超音波検査 

   指導医・上級医の指導のもと、受持患者の腹部超音波検査を行うとともに、造影超音波検査

にも参加する。 

ＬＳ３：内視鏡検査 

   上部内視鏡検査、下部内視鏡検査及び内視鏡的治療に参加する。 

ＬＳ４：肝癌の治療に参加する。（ＲＦＡ、ＴＡＣＥ、化学療法） 

ＬＳ５：勉強会・カンファレンスへの参加 

   １．肝胆膵カンファレンス 

     受持患者の症例提示と診断治療の検討を行う。 

   ２．3科合同症例検討会 

     Cancer boardとして肝胆膵内科・肝胆膵外科・放射線科で検討を行う。 

    ３．腹部超音波カンファレンス 

     腹部超音波を行った症例の画像チェック及び治療前後の検討を行う。 

   ４．内科医局合同カンファレンス 

        内科全体の合同の症例報告、講義に参加する。 

④ 教育に関する行事 週間スケジュール（別紙）  

１．月 13：30～17：30 肝胆膵カンファレンス 総回診 肝胆膵グループ抄読会 

２．月 17：30～    内科合同カンファレンス（第２、４週） 

症例報告（病理検討会を含む） 

各専門科における講義 

３．火  18：30～       腹部超音波カンファレンス 

４．木 17：30～18：30 肝胆膵内科・肝胆膵外科・放射線科、3科合同の症例検討会 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

            ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

            ＥＰＯＣへの入力状況、診療チームでの勤務状況を用いて評価する。 

３．看護師による評価 

            ＥＰＯＣを用いて、看護師からの評価を行う。 
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４．研修内容の評価 

            研修医による肝胆膵内科の評価についてＥＰＯＣを用いて行う。 

 

指導医等 

主任教授：西口 修平    教 授：飯島 尋子    准教授：榎本 平之        

講 師：岩田 恵典     講 師：西村 貴士    助 教：池田 直人            

助 教：會澤 信弘     助 教：坂井 良行    助 教：高嶋 智之            

助 教：石井 昭生     助 教：高田 亮     

講 師：西川 浩樹（出向中） 

 

 研修実施責任者  

准教授：榎本 平之 
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肝・胆・膵内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

超音波検査（肝・胆・膵） 

内視鏡検査(上部) 

病棟業務 

 

13：30～16：30 

肝胆膵カンファレンス 

病棟回診 

病棟業務 

内視鏡治療（静脈瘤・胆

膵系・ポリペク） 

16：30～ 

肝胆膵科医局会 

 

17：30～ 

内科合同カンファレンス

（第 2、4週） 

 

火 

超音波検査（肝・胆・膵） 

ＲＦＡ 

病棟業務 

 

 

超音波検査(造影) 

肝生検 

病棟業務 

18：30～ 

腹部超音波カンファレ

ンス 

 

水 

超音波検査（肝・胆・膵） 

内視鏡検査(上部) 

病棟業務 

 

 

 

 

内視鏡検査(上部) 

病棟業務 

  

木 

超音波検査（肝・胆・膵） 

ＲＦＡ 

内視鏡治療（静脈瘤・胆

膵系） 

病棟業務 

 

超音波検査(造影) 

ＲＦＡ 

内視鏡治療（静脈瘤・胆

膵系・ポリペク） 

病棟業務 

16：30～ 

内視鏡カンファレンス 

 

金 

超音波検査（肝・胆・膵） 

病棟業務 

 

 

 

超音波検査(造影) 

肝生検 

内視鏡検査(上部・下部) 

病棟業務 

  

土 

内視鏡検査(上部) 

病棟業務 
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〔呼吸器内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

呼吸器疾患の病態を理解し、検査診断手技の習得を始め、標準的治療と最先端治療との幅の広

い臨床実践能力を身につけるための研修内容である。 

更には将来の、内科認定医・総合内科専門医、呼吸器専門医、呼吸器内視鏡専門医、癌治療専

門医、アレルギー専門医、などの各種学会の専門医取得に向けて、最短コースの研修を行う。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

患者中心のチーム医療を実践するための、医師として望ましい姿勢・態度を身に付けつつ、

将来呼吸器内科を専攻するための、基本的臨床能力を習得し、さらに疾患の集中治療管理と 

画像診断の基本、及び検査診断手技を習得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. 画像診断は呼吸器においては極めて重要であるため、最も基本となる胸部単純Ｘ線から

ＣＴ、ＭＲI， ＦＤＧ／ＰＥＴ像を正確に読影し得る能力を養う。 

２. 気管・気管支・胸膜腔の解剖を熟知し、気管支鏡および胸腔鏡検査を安全かつ正確に 

実施する技術を習得する。 

３. 呼吸不全患者に対しては気管内挿管を行い、人工呼吸器を用いた呼吸管理法を熟知し、

併せて、中心静脈路確保、胸腔穿刺などの診断治療手技を習得する。  

４．治療に関しては、呼吸器感染症・気管支喘息などのガイドラインに準拠した標準的治療

と肺癌、悪性胸膜中皮腫をはじめとする呼吸器腫瘍の臨床試験などを経験する。 

○経験が求められる疾患・病態 

腫瘍性疾患（悪性胸膜中皮腫・肺癌） 胸膜・縦隔・横隔膜疾患(自然気胸、胸膜炎)   

閉塞性・拘束性肺疾患(慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、気管支拡張症)   

アレルギー性疾患（気管支喘息） 

呼吸器感染症(急性上気道炎、気管支炎、肺炎など)   

呼吸不全（急性・慢性）  

肺循環障害(肺血栓塞栓症)  異常呼吸(過換気症候群)   

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ)  

呼吸器内科、胸部腫瘍科外来、がんセンター化学療法外来、病棟業務が中心になる。  

ＬＳ２：勉強会・カンファレンス  

     週間予定表参照（別添） 

ＬＳ３：学会発表  

      指導医の判断・指導により、各種の学会発表を経験する。 

④ 教育に関する行事 

内科全体 

月 13:00～   新入院及び重症患者カンファレンス、教授回診 

 月  17:30～   内科合同カンファレンス（第２、４週）各内科症例検討会 

呼吸器内科（胸部腫瘍科・がんセンター合同） 
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火 13:30～   呼吸器内視鏡検査（気管支鏡、胸腔鏡検査 etc．） 

     火 17:00〜  抄読会・医局会 

火 18:00～   呼吸器科（呼吸器内科・呼吸器外科・胸部腫瘍科・放射線科・病理） 

合同カンファレンス 

水 13:30～   呼吸器内視鏡検査（気管支鏡、胸腔鏡検査 etc．） 

         金 13:30～   呼吸器内視鏡検査（気管支鏡、胸腔鏡検査 etc．） 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価 

ＥＰＯＣの入力データを用いて、修了判定を行う。  

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣ を用いて評価する。 

毎年春に、過去 1年間の評価票のまとめを研修医にフィードバックする。  

 

指導医等 

主任教授：木島 貴志  

准教授：栗林 康造      講師：三上 浩司 

学内講師：柴田 英輔     助教：金村 晋吾   助教：政近 江利子 

 

研修実施責任者  

助教：金村 晋吾  
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呼吸器内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

8:30～9:30 病棟業務 

カルテチェック、 

訪床診察により問題点整理 

9:30～12:30 

主治医との病状検討 

検査同行 

カルテ整理 

13:00～ 

新入院及び重症患者 

カンファレンス 

教授回診 

 

17:30～ 

内科合同カンファレンス 

（第 2、4週）（3-1） 

内科合同 

カンファレンスに参加 

火 

9:00～ 外来業務（担当者） 

8:30～9:30  

病棟業務 問題点整理 

9:00～ 

外来化学療法（担当者） 

9:30～12:30 

主治医と患者病状検討 

13:30～ 

呼吸器内視鏡検査 

（気管支鏡、胸腔鏡検査

etc） 

病棟業務 

17:00〜 

抄読会・医局会 

18:00～ 

呼吸器科（呼吸器内科・

呼吸器外科・ 

胸部腫瘍科・放射線科・

病理） 

合同カンファレンス 

 

 

水 

8:30～12:30 病棟業務 

主治医との病状検討 

9:00～ 外来業務（担当者） 

9:00～ 

外来化学療法（担当者） 

13:30～ 

呼吸器内視鏡検査 

（気管支鏡、胸腔鏡検査

etc） 

 

病棟業務 17:30～19:00 

剖検症例検討会 

（月 1回、第 3 水曜日） 

 

木 

8:30～12:30 病棟業務 

訪床診察により問題点整理 

9:00～ 外来業務（担当者） 

9:00～ 

外来化学療法（担当者） 

病棟業務 病棟業務  

金 

8:30～12:30 病棟業務 

カルテチェック 

9:00～ 外来業務（担当者） 

9:00～ 

外来化学療法（担当者） 

13:30～ 

呼吸器内視鏡検査 

（気管支鏡、胸腔鏡検査

etc） 

 

病棟業務 

ウィークリーサマリー 

作成 

 

土 

8:30～12:30 病棟業務 

ウィークリーサマリー作成 
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〔神経内科〕  

研修の特徴と内容 

【特徴】 

当科では、頭痛、めまい、意識障害、認知症、けいれん、嚥下困難、四肢のしびれ、筋力低下

などの症状を呈する患者を扱っており、血管障害、変性疾患、代謝性疾患、脱髄性疾患、筋疾患、

末梢神経疾患、遺伝性疾患、脳炎・髄膜炎など幅広い疾患の診療・治療を行います。病床数は２

２床で、スタッフの多くは専門医資格を有し、マンツーマンで研修・指導をしている。検査とし

て、神経学的検査以外に、ＣＴやＭＲＩ、ＳＰＥＣＴ、頚動脈エコー、血管撮影などの画像診断

はもちろんのこと、神経伝導速度、筋電図、誘発電位や脳波、磁気刺激などの電気生理学的検査、

髄液検査や筋生検、神経生検の実施や解析も行っている。また、研究会や学会に経験症例を積極

的に発表し、脳卒中の急性期から末梢神経の疾患まで非常にバラエティにとんだ症例を個別指導

で経験することができる。 

 

【内容】 

① 一般目標(ＧＩＯ) 

神経系疾患の患者のプライマリ・ケアーが適切に行えるように、代表的疾患である脳血管障

害、パーキンソン病などを通じて、神経疾患の特殊性を理解し、自ら考えて診断し、治療する

能力を身につける。 

② 行動目標(ＳＢＯｓ) 

１．患者を全人的に理解し、患者やその家族と良好なコミュニケーションが取れる。 

２．患者のプライバシーや医療安全に配慮できる。 

３．適切な問診・神経学的診察ができ、診療録に記載できる。 

４．臨床検査結果を正しく解釈し、評価できる。 

５．基本的治療法の適応を決定し、適切に実施できる。 

６．救急患者の初期診療ができる。 

７．入院診療計画書を作成し、説明できる。 

８．入院患者の処方・指示が適切に出せる。 

９．病状説明や退院時指導が適切にできる。 

10. 診療録、退院時サマリーを遅滞なく記載できる。 

11. 診断書・紹介状等を作成し、管理できる。 

12. カンファレンス等で症例のプレゼンテーションが適切にできる。 

13. チーム医療を理解し、実践できる。 

③ 方略(ＬＳ) 

ＬＳ１：On the job training(ＯＪＴ)、受け持ち患者数：５～６名 

上級医の指導の下、主治医とともに患者のケアーを行い、それぞれの疾患についての知識を

深め、検査手技・治療法を習得する。 

受け持ち患者の神経学的所見の変化を把握する。 

   回診に参加する。 

副直として、当直業務に参加する。 

ＬＳ２ ：カンファレンス 

研修医教育に関する行事に参加する。 
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④ 教育に関する行事 

内科全体 

第 2、4週 月  17:30～  内科合同カンファレンス、 

症例報告 (病理検討会を含む)と教員によるミニレビュー 

神経内科単独 

月 14:30～ 症例検討会（放射線科との合同もあり） 

      16:00～ 教授回診 

火 17:00～ 画像検討会もしくはレクチャー 

木 15:00～ 教授回診 

  17:00～ レクチャーもしくは症例検討会など 

脳神経外科等との合同カンファレンス(通称“ニューロカンファ”) 

第 3 もしくは４木 18:30～  

脳卒中カンファレンス 

 月・金 8:00～ 脳外科、救命救急、放射線科と合同での脳卒中患者カンファレンス 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

研修到達手帳に症例や経験した症状を記載する。 

ローテーション終了後１ヶ月以内にＥＰＯＣでの入力を行う。 

２. 指導医による評価 

ＥＰＯＣでの入力を行う。 

３．看護師による評価 

ＥＰＯＣでの入力を行う。 

 

指導医等 

主任教授：芳川 浩男    教授：武田 正中       

准教授：木村 卓      講師：笠間 周平       

講師：團野 大介      講師：渡邊 将平        

助教：山本 麻未 

 

研修実施責任者 

教授：武田 正中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

神経内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

8：00～ 

脳卒中カンファレンス 

9：00～ 外来業務 

 

14：30～ 

神経内科カンファレンス

及び教授回診 

 

 

17：30～ 

内科合同カンファレンス 

（第 2、4週） 

 

火 

9：00～ 外来業務 

 

 

 

 

 

 17:00～ 

画像検討会もしくはレク

チャー 

 

 

水 

9：00～ 外来業務 

 

 

 

   

木 

9：00～ 外来業務 

 

 

 

 

 

15：00～ 

教授回診 

17:00～ 

レクチャーもしくは症

例検討会 

18：30～ 

脳神経外科との合同カン

ファレンス（第 3もしくは

4 木） 

 

金 

8：00～ 

脳卒中カンファレンス

9：00～ 外来業務 

 

 

 

   

土 

9：00～ 外来業務    
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〔腎・透析内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

当科の研修の特徴は、包括する領域の幅広さにある。当科は腎臓内科領域と、透析療法を中心

とした各種血液浄化療法の両者を担当しており、腎疾患患者の診断・治療の最初から終わりまで

を体験できるのが特徴である。また、糖尿病・膠原病・血液疾患など他の内科領域と腎疾患の関

わりなど、広く患者の全身を診る力が養成される。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

検尿での腎疾患発見から、腎生検での診断確定、薬物治療、保存期腎不全の管理、透析療法

導入、長期透析患者の合併症治療、体液管理の基本的知識と手技を習得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．尿・血液検査から診断にいたるまでの計画を立て、実行できる。 

２．超音波検査・単純 X線検査など非侵襲的検査が施行・読影できる。 

３．腎生検の適応を決定し、指導者の監督の下に自分で施行できる。 

４．代表的腎疾患の組織学的診断を行える。 

５．各種腎疾患の治療計画を立案し、実行できる。 

６．末期腎不全に対し、血液透析、腹膜透析、腎移植などの治療法の選択ができる。 

７．血漿交換、免疫吸着など血液浄化法の原理について理解し、施行できる。 

８．透析用内シャント作成術において助手を務められる。 

９．透析用内シャントの穿刺に習熟する。 

10. 透析用バスキュラーアクセスのカテーテルを指導者の監督の下に自分で挿入できる。 

11. 透析患者の合併症に関して理解し、診断できる。 

12. 水・電解質・酸塩基平衡異常の病態を理解し、治療計画をたてて実行できる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training（ＯＪＴ） 

１．１年次は当科診療チームの一員として、指導医、上級医のもと日々の診療に携わる。

また臨床実習学生を指導する。 

２．２年次は診療チームの上級医として診療に参加して、１年次研修医や臨床実習学生を

指導するとともに、より高いレベルの知識・手技の習得に努める。 

３．入退院カンファレンスや、腎生検組織カンファレンスでは、他の研修医の担当症例に

関しても討論に参加して知識を広げる。 

ＬＳ２：文献的学習 

指導医・上級医の指導のもとに、担当患者に関する文献を読み、内容を発表する。また、

当科抄読会に参加する。  

④ 教育に関する行事 

１．論文抄読会（毎週月曜午後４時３０分～５時３０分） 

２．内科カンファレンス（隔週月曜午後５時３０分～６時３０分） 

３．入退院カンファレンス（毎週火曜午後５時～） 

４．教授回診（毎週水曜午後） 
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５．腎生検組織カンファレンス（毎週水曜午後、教授回診終了後） 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価 

ＥＰＯＣ入力にて研修目標の到達度を自己評価する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣ入力の状況をチェックし、指導医から到達度の評価をＥＰＯＣへ入力する。 

 

指導医等 

主任教授：中西 健  准教授：倉賀野 隆裕 講 師：長澤 康行  講 師：蓮池 由起子      

助 教：名波 正義  助 教：木田 有利  助 教：八尋 真名  助 教：水崎 浩輔 

 

研修実施責任者 

講 師：長澤 康行 
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腎・透析内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

 

 

 

 

 

 

13：30～ 腎生検 

 

16：30～ 抄読会 

17：30～ 

内科合同カンファレンス 

（第 2、4週） 

 

火 

 

 

 

 

 

午後：腹膜透析外来実習 

 

13：00～ 内シャント手術 

 

16：30～ 腎・透析入退院

カンファレンス 

  

水 

 

 

 

 

 

 

13：00～ 

腎・透析 教授回診 

 

15：30頃～ 

医局連絡会及び腎生検組

織カンファレンス 

  

木 

 

 

 

 

 

 

午後：腹膜透析外来実習 

 

13：00～内シャント手術 

  

金 

 

 

 

 

 

 

   

土 
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〔循環器内科/冠疾患内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

循環器内科/冠疾患内科での研修では的確な病歴聴取と身体所見の把握を重視する。それに多彩

な画像検査、生理機能検査、心臓カテーテル検査を組み合わせることにより、病態の正確な評価

に基づく適切な治療ができることを目的とし、指導医の元に以下の内容を中心に理解と実践を図

る。 
 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ）  

     循環器病及びその危険因子となる生活習慣病の診断と治療を適切に行い、なおかつ急性心筋

梗塞等循環器救急疾患に円滑に対応するために、循環器一般病棟とＣＣＵにおいてチーム医療

の一員として主体的に参加し慢性疾患と急性疾患の両方に対応できる幅広い診療能力を修得す

る。 

② 行動目標（ＳＢＯ）  

１．病歴の聴取、身体診察を的確に行うことができる。（技能） 

２．救急患者の重症度と緊急度が判断できる。（解釈） 

３．心電図（運動負荷も含む）、心エコー検査を実施し、その所見を判定することができる。

（技能、解釈） 

４．急性心不全の血行動態をスワンガンツカテーテルを含む各種検査により把握し、治療法

を選択することができる。（解釈、問題解決） 

５．慢性心不全の心機能評価、原因診断と治療を行うことができる。（解釈、問題解決） 

６．虚血性心疾患の検査（運動負荷試験、心筋シンチグラム、冠動脈ＣＴ・ＭＲＩによる狭

窄評価、心臓カテーテル検査全般、冠動脈血管内エコーによる壁性状評価、など）の所

見を判定することができる。（解釈） 

７．虚血性心疾患の薬物治療を実践するとともに、冠動脈インターベンション前後の患者管

理や合併症に対する初期対応を行うことができる。（問題解決） 

８．不整脈の検査（心電図、ホルター心電図、電気生理学検査）の結果を理解し、薬物療法

を実践するとともに、侵襲的治療（カテーテルアブレーション治療、ペースメーカー／

埋め込み型除細動器埋め込み術）前後の患者管理や合併症に対する初期対応を行うこと

ができる。（解釈、問題解決） 

９．高血圧および高脂血症など生活習慣病の診断、生活指導、薬物治療が実施できる。 

（問題解決） 

10．動脈硬化の検査（ＡＢＰＩ、ＣＴアンジオ、ＰＷＶ、頸動脈エコー）の所見を理解し、

閉塞性動脈硬化症や腎動脈狭窄症に対する血管形成術の術前後の管理ができる。 

（解釈、問題解決） 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ)  

１．１年次はチームの一員として、指導医、上級医のもと診療に参加し、臨床実習学生を

指導する。内科外来の予診係として病歴を聴取し、内科一般の外来診療能力を養う。 

２．２年次はチームの上級医として診療に参加し１年次研修医、臨床実習学生を指導する。 

３．教授回診、病棟長回診、心臓血管外科との合同カンファレンス（cardiovascular  
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seminar: ＣＶＳ）においてプレゼンテーションを行い、短時間で症例を適切に提示す

る能力を養う。 

ＬＳ２：勉強会・カンファレンス  

１．ＣＣＵモーニングカンファレンス 

      ＣＣＵ入院患者の症例提示と診断・治療の検討を行う。 

２．症例検討会 

       医局会における症例検討会で症例の発表・考察を行い、理解を深める。 

３．レビュー 

       循環器内科/冠疾患内科スタッフによる最新のトピックスのレビューを聴講する。 

ＬＳ３：症例発表  

      研修期間の第６～７週目の医局会でパワーポイントを用いて受け持ち患者の症例報告を

行う。希望者は日本内科学会や日本循環器学会の地方会において症例報告を行う。 

    ④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

１．ＣＣＵモーニングカンファレンス 

   毎日   8:30～9:00   ＣＣＵ（ＣＣＵローテーション時） 

  ２．ケースカンファレンス 

    火曜日  15:00～17:00   11号館 2階カンファレンスルーム 

３．教授回診 

   水曜日  15:30～16:30   10号館 8階病棟 

４．医局会（症例検討会、レビュー） 

   水曜日 17:00～18:30  9-1講義室（9号館 5階） 

５．Cardiovascular seminar (CVS：循環器内科/冠疾患内科・心臓血管外科合同カンファレンス)   

水曜日 19:00～20:00  11号館 3階カンファレンスルーム 

 

  ⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価 

       ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣ への入力状況、レポートの提出を用いて評価を行う。 

３．看護師による評価 

       ＥＰＯＣを用いて、看護師からの評価を行う。 

４．研修内容の評価 

       研修医による循環器内科／冠疾患内科の評価をＥＰＯＣを用いて行う。 

 

指導医等 

主任教授：増山 理  主任教授：石原 正治 准教授：朝倉 正紀  准教授：高橋 敬子 

准教授：峰 隆直   講 師：柏瀬 一路  講 師：合田 亜希子 講 師：内藤 由朗 

講 師：赤堀 宏州   講 師：奥原 祥貴  助 教：安藤 友孝  助 教：今仲 崇裕 

助 教：河合 健志  助 教：江口 明世  助 教：貴島 秀行  助 教：福井 美保 

助 教：三木 孝次郎 助 教：蘆田 健毅  助 教：大星 真貴子 

助 教：曽山 裕子 



66 

 

研修実施責任者  

講 師：赤堀 宏州



67 

 

循環器内科／冠疾患内科 週間予定表 

（ＣＣＵは２週間勤務） 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

8：30～9：00  

ＣＣＵモーニングカン

ファレンス（ＣＣＵロー

テーション時のみ） 

 

 17：30～18：30 

内科合同カンファレンス 

（第 2、4週） 

 

火 

8：30～9：00  

ＣＣＵモーニングカン

ファレンス 

 

 

 

15:00～17:00 

ケースカンファレンス 

（11 号館 2 階カンファレ

ンスルーム） 

  

水 

8：30～9：00  

ＣＣＵモーニングカン

ファレンス 

 

 

 

15:00～15：30 

ケースカンファレンス

（10-8病棟） 

 

15：30～17：00  

教授回診（10-8 病棟） 

 

17：00～18：00  

症例検討会、レビュー（医

局会にて、9 号館 5 階） 

 

19：00～20：00 

Cardiovascular  

Seminar(CVS：循環器内科/

冠疾患内科・心臓血管外科

合同カンファレンス) （11

号館 3 階カンファレンス

ルーム） 

 

木 

8：30～9：00  

ＣＣＵモーニングカン

ファレンス 

 

 

   

金 

8：30～9：00  

ＣＣＵモーニングカン

ファレンス 

 

15:00～16:00 

ＣＣＵケースカンファレ

ンス 

  

土 

 

 

 

   

 



68 

 

〔消化管内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

消化器疾患は実地臨床で最も遭遇することが多い分野であり、その中に含まれる疾患も消化性

潰瘍や消化管出血（大腸憩室など）、食道癌・胃癌・大腸癌などの腫瘍性疾患、胃食道逆流症、機

能性ディスペプシアや過敏性腸症候群などの機能性消化管疾患、クローン病や潰瘍性大腸炎など

の難病といわれる炎症性腸疾患など多岐にわたる。また近年の内視鏡機器や内視鏡技術の進歩は、

微小腫瘍の精密診断に始まり、これまで内科治療が不可能であった大型病変の内視鏡下での治療、

カプセル内視鏡や小腸内視鏡など新たな診断デバイスの利用など大きな広がりを見せている。当

科では高度な内視鏡治療手技を駆使して約年間 300 例の早期食道癌、胃癌、十二指腸癌、大腸癌

の治療を行っているが、近隣の病院で治療できない難しい症例などに対しても良好な成績を残し

ており、阪神地区における早期癌内視鏡治療のハイボリューム・センターとして認知されている。

さらに難病に指定されている潰瘍性大腸炎・クローン病では近畿地区で最大のセンターとして機

能しており、炎症性腸疾患内科と協力しながら治療に取り組んでいる。それ以外にも消化管出血

に対する緊急内視鏡（カプセル内視鏡、小腸内視鏡）など日常臨床で遭遇する緊急処置を行って

いる。 

日常診療の現場では、種々の消化器症状を持つ患者に適切な診断を下し、治療法を選択するこ

と、あるいは予防医療を目指した患者の生活指導を行う力を培うことは、消化管内科医のみなら

ずプライマリケア医にとってもきわめて重要と考えられている。消化管内科では、三輪洋人主任

教授を中心に各分野の指導医の指導監督の下、医師としての基本に始まり、総合的な消化器疾患

の病態に基づく診断と治療を研修する。 

 

【内容】 

① 一般目標（GIO）  

  患者中心の消化器内科診療を実施するために、医療面接についての知識、態度、技能を身に

付け実践する。 

効果的で効率の良い消化器内科診療を行うために、総合診療計画の立案に必要な能力を身に

付ける。 

日常診療で遭遇する患者に対し、適切なプライマリケアを行うために、外来予診および外来

診療を実践し、基本的な臨床能力（態度、技能、知識）を身につけることを目標とする。 

② 行動目標（SBO） 

1. 患者を全人的に理解し、患者・家族と良好なコミュニケーションをとり、患者・家族と

の信頼関係を構築できる。（態度） 

2. インフォームドコンセントを理解し実施できる。（態度） 

3. 守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。（態度） 

4. 指導医や専門医に対して、適切な時機にコンサルテーションができる。（態度） 

5. 指導医や同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれ、チーム医療の

重要性を理解できる。（態度） 

6. 入院患者の病歴の聴取と記録ができるとともに、分かりやすい初期説明が実施できる。 

（技能） 

7. 日常診療上の問題点を解決するために情報を収集、評価して、患者への適応を判断でき
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る。（技能） 

8. 適切な診療計画を作成できる。（問題解決） 

9. 病態に応じた薬剤投与の選択ができる。（解釈） 

10. 重症度と緊急度が判断できる。（問題解決） 

11. 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。（態度） 

12. 医療安全管理のための指針及び院内感染対策マニュアルを理解し、それに沿って行動で

きる。（態度） 

13. 総合カンファレンスに参加して、症例提示と討論ができる。（技能） 

14. 学術集会に参加して、自らも発表できる。（技能） 

15. 医療法規や制度を理解し、適切に行動できる。（技能） 

16. 医療保険制度、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。（解釈） 

17. 消化管透視検査・内視鏡検査などに上級医や検査技師とともに参加し、検査の実際を経

験し習得する。 

 

③ 研修内容（方略）（LS） 

１．外来実習（予備診察で担当患者の医療面接を行い、上級医の診察を見学する）。 

（SBO 1,2,4,7,10,15,16） 

２．指導医、上級医のもと病棟診療に参加し、臨床実習学生を指導する。 

（SBO 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15,16） 

３．毎日のグループ回診に参加する。(SBO 1,2,3,4,5) 

４．消化管透視検査実習 (SBO 17) 

５．消化管内視鏡検査実習 (SBO 17) 

６．症例検討会 (SBO 13,14) 

（１）総合カンファレンス 

      新入院患者の症例提示と診断・治療の検討を行う。 

（２）抄読会 

       消化管内科スタッフによる文献提示、研究成果の検討に参加する。 

７．講演会 (SBO 11,12,14,15,16) 

学会や学内の内科合同カンファレンス，医療講演会に参加する。 

 

④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

１．総合カンファレンス 

月曜日 13:30～ 消化管科カンファレンス室（8号館 8階） 

２．回診 

月曜日 15:00～ 病棟（6W病棟 10-9 病棟） 

３．医局会 

月曜日 18:30～ 消化管科カンファレンス室（8号館 8階） 

４．抄読会 

月曜日 19:00～ 消化管科カンファレンス室（8号館 8階） 

５．消化管内科・上部外科・病理合同カンファレンス 

月曜日 20:00～ 消化管科カンファレンス室（8号館 8階） 
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６．消化管内科・下部外科・病理・放射線科合同カンファレンス 

   水曜日  19:00～ (3号館 2階) 

７．消化管内視鏡カンファレンス 

月曜日 20:30～  消化管科カンファレンス室（8号館 8階） 

８．消化管造影検査 

火曜日午前   （TVセンター） 

９．消化管内視鏡検査 

月曜日～土曜日 (内視鏡センター、TVセンター） 

    １０．超音波内視鏡検査  

       火曜日          (TVセンター) 

１１．内科合同カンファレンス 

第 2・4 週（月 17：30～）（9－1講義室） 

 ⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価 

       EPOCを入力する。 

２．指導医による評価 

EPOC への入力状況、診療チームでの勤務状況を EPOCで評価を行う。 

３．研修内容の評価 

       研修医による消化器内科の評価を EPOCで行う。 

 

 

指導医等 

主任教授：三輪 洋人  

教 授：渡 二郎  

准教授：福井 広一、大島 忠之 

講 師：富田 寿彦  

講 師（内視鏡センター）：應田 義雄     

助 教：戸澤 勝之、河野 友彰、近藤 隆、小川 智広、原 謙、清 裕生、江田 裕嗣 

助 教（内視鏡センター）：田村 彰朗  

助 教（臨床検査部）：北山 嘉隆  

  

研修実施責任者 

戸澤 勝之 
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消化管内科 週間予定表 

 

 午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

8：30～ 病棟業務 

9：00～ 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

 

13：30～ 

総合内科カンファレンス 

14：00～ 病棟業務 

15：00～ 総回診 

17：30～（第 2、4 週） 

内科セミナー 

18：30～ 

抄読会・消化管内科カン

ファレンス 

20：00～ 消化管内科・

上部外科・病院病理合同

セミナー 

20：30～ 消化管内視鏡

カンファレンス 

検査等のない日は 

病棟研修 

火 

8：30～病棟業務 

9：00～ 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

上部消化管/小腸/注腸 

造影検査 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

13：30～ 病棟業務 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

超音波内視鏡検査 

小腸内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

 検査等のない日は 

病棟研修 

水 

8：30～病棟業務 

9：00～ 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

13：30～ 病棟業務 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

19：00～ 

消化管内科・下部外科・病

院病理・放射線科合同セミ

ナー 

検査等のない日は 

病棟研修 

木 

8：30～ 病棟業務 

9：00～ 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

13：30～ 病棟業務、   

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

小腸内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

 検査等のない日は 

病棟研修 

金 

8：30～ 病棟業務 

9：00～ 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

13：30～ 病棟業務 

小腸内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除、 

内視鏡的粘膜下層剥離術 

 検査等のない日は 

病棟研修 

土 

8：30～ 病棟業務 

9：00～ 外来業務 

上部消化管内視鏡検査 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡的粘膜切除術 

  検査等のない日は 

病棟研修 
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〔炎症性腸疾患内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   炎症性腸疾患には潰瘍性大腸炎、クローン病や腸管型ベーチェット病などが含まれ、いずれも原

因不明の慢性かつ難治性の炎症性腸疾患である。いづれの疾患も様々な病態の解明が行われている

が、いまだ根本的な病因の究明には至っていない。その一方で、本邦における患者数は増加の一途

にある。平成 27 年度の特定疾患医療受給者証所得者数は、潰瘍性大腸炎が 166,085 人、クローン

病が 41,279 人に達しており、もはや稀な疾患ではなくなってきている。特に潰瘍性大腸炎の患者

数は平成２年度にパーキンソン病（平成 27 年度の交付件数 121,966 人）を抜き、以降は常に、医

療受給者証交付件数が最も多い疾患であり続け、消化器内科医だけでなく一般内科医が接すること

も多い疾患となった。しかしながら本疾患に対する理解は十分とはいえず、現状では感染性腸炎と

の鑑別に戸惑う医師も多い状況である。迅速に診断を下し、適切な治療法を選択すること、あるい

は予防医療を目指して患者の生活指導を行う力を培うことは、専門医のみならずプライマリケア医

にとってもきわめて重要と考えられる。 

   当科は国内でも屈指の炎症性腸疾患センターとして機能しており、平成 28 年度の継続受診患者

数は、潰瘍性大腸炎 1,423 名、クローン病 969 名である。平成 24 年度の新規受診患者数は、潰瘍

性大腸炎 288 名、クローン病 392 名であり、ともに日本最多である（読売新聞社調べ）。また平成

27年度の DPC診療実績（入院治療）においても、潰瘍性大腸炎 237名、クローン病 489名と、それ

ぞれ国内第 2 位と 1 位である（厚生労働省ホームページより）。当科は豊富な症例数を抱え、その

経験を十分に生かし、通常の内視鏡検査や造影検査に加え、カプセル内視鏡や小腸内視鏡などの新

たな診断デバイスを駆使し、迅速かつ正確な診断を実施している。このため、診断困難例の精査目

的での紹介も多く、結果として炎症性腸疾患以外の様々な消化管疾患に対しても診療を行っている。

治療においては、生物学的製剤などの最新の治療や当教室で開発した白血球除去療法などを組み合

わせ、症例ごとに最適な治療法を選択している。当科には各分野のエキスパートが在籍しており、

これら指導医の指導監督の下、医師としての基本に始まり、総合的な消化器疾患の病態に基づく診

断と治療を研修する。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ）  

１．患者中心の診療を実施するために、医療面接についての知識、態度、技能を身に付け実践

する。 

２．効果的で効率の良い診療を行うために、総合診療計画の立案に必要な能力を身に付ける。 

３．日常診療で遭遇する患者に対し、適切なプライマリケアを行うために、外来予診および外

来診療を実践し、基本的な臨床能力（態度、技能、知識）を身につけることを目標とする。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．患者を全人的に理解し、患者・家族と良好なコミュニケーションをとり、患者・家族との

信頼関係を構築できる。（態度） 

２．インフォームド・コンセントを理解し実施できる。（態度） 

３．守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。（態度） 

４．指導医や専門医に対して、適切な時機にコンサルテーションができる。（態度） 

５．指導医や同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれ、チーム医療の重
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要性を理解できる。（態度） 

６．入院患者の病歴の聴取と記録ができるとともに、分かりやすい初期説明が実施できる。（技

能） 

７．日常診療上の問題点を解決するために情報を収集、評価して、患者への適応を判断できる。

（技能） 

８．適切な診療計画を作成できる。（問題解決） 

９．病態に応じた薬剤投与の選択ができる。（解釈） 

１０．重症度と緊急度が判断できる。（問題解決） 

１１．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。（態度） 

１２．医療安全管理のための指針及び院内感染対策マニュアルを理解し、それに沿って行動で

きる。（態度） 

１３．各カンファレンスに参加して、症例提示と討論ができる。（技能） 

１４．学術集会に参加して、自らも発表できる。（技能） 

１５．医療法規や制度を理解し、適切に行動できる。（技能） 

１６．医療保険制度、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。（解釈） 

１７．消化管透視検査・内視鏡検査などに上級医や検査技師とともに参加し、検査の実際を経

験し習得する。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．外来実習（予備診察で担当患者の医療面接を行い、上級医の診察を見学する）。 

（ＳＢＯ 1,2,4,7,10,15,16） 

２．指導医、上級医のもと病棟診療に参加し、臨床実習学生を指導する。 

（ＳＢＯ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15,16） 

３．毎日のグループ回診に参加する。(ＳＢＯ 1,2,3,4,5) 

４．消化管造影検査実習。 (ＳＢＯ 17) 

５．消化管内視鏡検査実習。 (ＳＢＯ 17) 

６．症例検討会。 (ＳＢＯ 13,14) 

（１）下記の総合カンファレンスや合同カンファレンス時に、新入院患者の症例提示と診

断・治療の検討を行う。 

（２）下記の抄読会／学会発表予演会／研究成果の検討・指導に参加する。 

７．講演会。 (ＳＢＯ 11,12,14,15,16) 

学会や学内の内科合同カンファレンス，医療講演会に参加する。 

④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

１．症例検討会 

・総合カンファレンス 

月曜日 15:30～ （消化管内科/炎症性腸疾患内科共用カンファレンス室, 8-8） 

・炎症性腸疾患内科外科合同カンファレンス 

月曜日  17:30～ （第２外科カンファレンス室, 1-5） 

・教育的症例カンファレンス 

火曜日 18:30〜  （消化管内科/炎症性腸疾患内科共用カンファレンス室, 8-8） 

・内科セミナー 

月曜日（第 2、4 週）17:30～  （9-1講義室） 
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２．回診 

月曜日 16:00～ 病棟 

３．医局会 

月曜日 18:00～ （共用カンファレンス室 A, 8-8） 

４．抄読会／学会発表予演会／研究成果指導 

月曜日 18:30～ （共用カンファレンス室 A, 8-8） 

５．検査指導 

・消化管造影検査および指導     

月曜日午前，木曜日午後  TVセンター 

・消化器内視鏡検査および指導 

月曜日～土曜日随時  TVセンターおよび内視鏡センター 

⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価：ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価：ＥＰＯＣ への入力状況、診療チームでの勤務状況をＥＰＯＣで評価を

行う。 

３．研修内容の評価：研修医による消化器内科の評価をＥＰＯＣで行う。 

 

指導医等 

教授：中村 志郎  特任准教授：堀 和敏  特任准教授：渡辺 憲治 

准教授：樋田 信幸   学内講師：宮嵜 孝子  助教：横山 陽子   

特任助教：高川 哲也  助教：上小鶴 孝二  特任助教 河合 幹夫 

助教：佐藤 寿行    

 

研修実施責任者 

特任准教授：堀 和敏 
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炎症性腸疾患内科週間予定表 

 

 午前 午後 症例検討会 備考 

月 

9：00～ 

消化管造影 

カプセル小腸内視鏡 

消化管内視鏡治療 

 

13：30〜 

下部消化管内視鏡 

15：30～ 

総合カンファレンス 

 

16：00～ 総回診 

 

17：30～（第 2、4週） 

内科セミナー 

17：30～（第 1、3、5週） 

炎症性腸疾患内科外科合

同カンファレンス 

18：00～ 

医局会、抄読会、学会発

表指導 

検査等のない日は 

病棟研修 

火 

9：00～ 

下部消化管内視鏡 

 

外来（教授外来） 

 18：30～ 

教育的症例カンファレン

ス 

検査等のない日は 

病棟研修 

水 

9：00～ 

下部消化管内視鏡 

13：30～ 

下部消化管内視鏡 

 検査等のない日は 

病棟研修 

木 

 13：30～ 

消化管造影 

バルーン小腸内視鏡 

 検査等のない日は 

病棟研修 

金 

9：00～ 

上部消化管内視鏡 

 

外来（教授外来） 

 

13：30～ 

白血球除去療法 

 検査等のない日は 

病棟研修 

土 

9：00～  

下部消化管内視鏡 

  検査等のない日は 

病棟研修 

 

  



76 

 

〔総合内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

全国的に総合病院の内科が臓器別専門科に細分され専門性が高まったことにより、発熱や全身

倦怠感のみで明らかな臓器特有の症状を有さない患者にとっては、どこの科にかかればいいのか

わかりにくいという問題に対応するため、また、多臓器の障害を呈する全身性疾患など臓器別専

門内科の枠に収まらない患者を担当する科として、「総合内科」という枠組みが求められるように

なってきた。また、病院機能が、特定機能病院、一般病院、療養型病院と役割分担が進んでゆく

中で、継続的に生活環境も含めて人間全体を診る全人的医療の担い手として「プライマリ・ケア

医」が求められるようになった。当科が新設された経緯は、そうした全国的な流れに沿ったもの

である。 

当部門を訪れる患者は、①不明熱や全身倦怠などの全身症状を主訴として来院する患者、②地

域の開業医で診断のつかない患者、③多臓器にわたる障害を引き起こす疾患を有する患者、④同

時に複数の疾患を有する患者などであり、外来あるいは入院初期の時点で診断の定まらないこと

が多い。従って臨床診断を確定することが入院診療の第１のステップとなる。この点が、入院の

時点でほぼ診断がついており治療がメインとなる他の臓器別専門内科とは異なる。当科では

clinical conferenceにて、そうした患者の疾患の鑑別診断・治療のステップを、皆で確認しなが

ら研修することが出来る。 

結果的に当科が担当する疾患は内科領域のみではなく、心療内科や精神科、時には手術を必要

としない範囲の整形外科領域、皮膚科、耳鼻科領域にまで多岐にわたることになる。さらに、時

代は高齢社会となり、ひとりの患者が複数の疾患を有することは稀ではなくなっており、ある疾

患に対する治療が別の疾患を増悪させるといったジレンマのなかで個々に優先順位を判断しなが

ら治療を実践しなくてはならないことも多くなっている。そうした意味で、ある一分野に特化す

ることのみが専門性ではなく、人間が罹る疾患について幅広い知識を有することもひとつの専門

性であると考えられるようになった。 

尚、医局員の人員減から従来行っていた当科の入院ベッドの運用は、定床０であり、総合診療

センター外来での初診診療に特化している。入院患者に対する診療には対応できておらず、他の

診療科に依頼しているのが現状であるが、入局者が充足次第入院診療を再開する予定である。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

地域医療・連携を含めたプライマリ・ケアを実践する上で必要となる知識や考え方、技能を

修得する。特に病歴の聴取から身体診察、検査の組み立てをデシジョン・メイキングできるよ

うに、臨床判断の考え方を習得する。地域の医師やコメディカルと連携をとることが出来るプ

レゼンテーション能力、コミュニケーション能力を獲得する。 

 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．疾患の鑑別診断に欠かせない病歴を系統的に聴取できる。（技能） 

２．系統的な身体診察を行い、異常の身体所見を把握することができる。(技能) 

３．病歴・身体所見から考えられる鑑別診断ができる。(解釈) 

４．PubMed や医学中央雑誌などの医学文献データベースを利用し鑑別疾患を掘り下げて考え

ることが出来る。（問題解決） 

５．自分の考えを他者や上級医にプレゼンテーションができ、ディスカッションできるよう

にする。（技能） 
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６．各種の疾患治療ガイドラインや evidenceに基づいた治療を選択することが出来る。 

（問題解決） 

７．不明熱や体重減少の原因診断・治療を立案することができる。（問題解決） 

８．肺炎を主体とした様々な感染症について診断治療ができる。（問題解決） 

９. 地域の医師やコメディカルと連携をとることができる。（態度、技能、問題解決） 

10. 疾患と患者に合わせた適切な退院指導ができる。（技能、問題解決） 

11. 介護保険や社会福祉制度について説明できる。（知識） 

 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ）  

ＬＳ1：On the job training（ＯＪＴ） 

１年次はチームの一員として、指導医、上級医のもとに診療に参加し、クリニカルクラーク

シップ行う臨床実習生を指導する。 

ＬＳ２：勉強会・カンファレンス 

カンファレンス 

外来患者の症例提示と診断過程・治療方針の決定について、クリクラ学生を含め全員

で検討を行う。 

ＬＳ３：外来診療 

救命救急センター及び内科系診療科と協力して、外来及び時間外外来で指導医の指導を受

けながら、プライマリ・ケア領域の患者の診療を行う。 

 

④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

１．外来診療振り返りカンファレンス 

月曜日～土曜日 12:00～ １号館３階内科外来 42診  

２．症例カンファレンス 

月曜日 16:30～ ２号館５階総合診療科医局 

３．内科合同カンファレンス 

月曜日 17:30～ ９-１講義室 

４．論文抄読会、医局会 

金曜日  16:00～ ３号館３階カンファレンスルーム 

 

⑤ 研修評価（ＥＶ）自己評価 

１．ＥＰＯＣへ入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣへの入力状況、診療チームでの勤務状況を行いＥＰＯＣに入力する。 

３．研修内容の評価 

研修医による総合内科での研修の評価を行いＥＰＯＣへ入力する。 

 

指導医等 

 主任教授：新村 健  講師：太田 好紀  助教：楠 博 

 

 研修実施責任者 

  助教：楠 博 
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総合内科 週間予定表 

 

 午 前 症例検討会 午 後 備 考 

月 

9：00～ 

外来診療 

 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 

 

 

第 2・4週 17：30～ 

内科合同カンフ

ァレンス 

 

火 

9：00～ 

外来診療 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 

 

 

 

水 

9：00～ 

外来診療 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 

 

 

 

 

木 

9：00～ 

外来診療 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 

 

 

 

金 

9：00～ 

外来診療 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 

16：00～ 抄読会と症例

検討 

17：00～ 医局会 

 

土 

9：00～ 

外来診療 

 

12：00～13：00 

１号館３階内科外来 
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〔輸血・細胞治療科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

輸血・細胞治療科は、造血器腫瘍（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性白血病など）に対する化

学療法）と細胞治療を診療・研究の柱として平成 27年度より病棟が稼働し始めた新しい診療科です。 

 がん診療の基本が学べます：造血器腫瘍の診療に関して、当科では診断から治療導入までのと

ころを主に行っていますので、診断のポイント、エビデンスに基づいた治療法の選択、抗がん

剤の使い方およびその副作用への対処など、がん診療の基本を学ぶことができます。また、臨

床腫瘍学会の専門医取得のためには造血器腫瘍の症例が必須となっており、この資格の取得を

考えている医師にも有用な研修となります。 

 将来他科を専攻希望の医師にも役に立つジェネラルな研修が行えます：貧血や好中球増多・好

中球減少などの血液検査異常値にはどの診療科を専攻していても遭遇します。これらに対しど

う対処すればいいかを学ぶことができます。また、血液疾患は全身疾患であるために他の臓器

にも病変が及ぶことも多く、全身を診る必要があるため、内科全般的な考え方、全身管理につ

いても学ぶことができます。 

 造血器腫瘍は化学療法で治癒しうる疾患です：造血器腫瘍は化学療法への感受性が高いため、

初回治療によりみるみる腫瘍が縮小し患者さんの状態が改善していくところを経験できます。

多くの患者さんについては、入院で初回化学療法を行った後、外来で化学療法を継続すること

により治癒を目指すことになります。 

 中心静脈カテーテル挿入等の手技が学べます：化学療法のレジメンによっては、中心静脈カテ

ーテル挿入が必要です。そのため、中心静脈カテーテル挿入の手技が学べます。その他にも骨

髄穿刺、骨髄生検や、1ヶ月に 1回の頻度で手術室での大量骨髄採取術を行っています。 

 治療がダイナミックに変化していっている分野です：造血器腫瘍、特に多発性骨髄腫と悪性リ

ンパ腫に関しては、ここ数年で多数の新規薬剤が登場しており、その治療は大きく変わりつつ

あります。当科では、これらの新規薬剤を用いて、最新のエビデンスに基づいた治療を行って

います。 

 （興味があれば）サイエンスにも触れられます：輸血・細胞治療センター附属の兵庫医科大学

細胞プロセシングセンターでは、臍帯（へそのお）や羊膜から間葉系幹細胞を作成し、これを

用いた臨床試験を計画しています。また、輸血・細胞治療センターでは輸血検査に加え、８色

フローサイトメトリーを用いた造血器腫瘍に対する最新のモニタリング検査を行っています。

興味があればこれらの研修を行うことも可能です。 

 

【内容】 

①  一般目標（ＧＩＯ） 

血液疾患の診断と治療をベースとして、内科医として必要な基本的知識、スキルを身につけ

るとともに、細胞治療など最先端の医療にふれる。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１． 血液疾患の診断に必要な知識・スキルを習得する 

２． 造血器腫瘍（悪性リンパ腫・骨髄腫・白血病など）に対する標準的化学療法を習得する 

３． 輸血医療に関連した知識・スキルを習得する 

４． 細胞治療に必要な知識・スキルを習得する 
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③  研修内容（ＬＳ） 

１． 骨髄穿刺など血液疾患の診断に必要な手技 

２． 中心静脈カテーテル挿入、高カロリー輸液管理 

３． フローサイトメトリー、遺伝子検査など血液疾患の診断に必要な検査 

４． 化学療法の標準的レジメン（リンパ腫に対する R-CHOP療法など）の実施 

５． 輸血管理、自己血採血、末梢血幹細胞採取、大量骨髄採取術 

６． 間葉系幹細胞を用いた細胞治療 

④  教育に関する行事 

月 症例カンファレンス、内科合同カンファレンス（第２、４週） 

水 フローサイトメトリーのデータ検討会、抄読会 

木 骨髄・末梢血塗抹標本の鏡検、病理組織標本の鏡検 

金 教授回診、血液疾患/細胞治療ミニレクチャー、大量骨髄採取術（手術室、月１回程度） 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

研修終了時、研修指導医が達成度を評価する。 

 

指導医等 

主任教授：藤盛 好啓（指導責任者） 准教授：山原 研一 講師：吉原 哲   

講師（兼任）：岡田 昌也 

 

研修実施責任者  

主任教授：藤盛 好啓 
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〔肝・胆・膵外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

診療の中には、高度の専門知識、技術が必要とされる厚生労働省により定められた施設認定基

準の多くの手術が含まれています。肝・胆・膵外科では肝胆膵疾患（肝癌・胆管癌・膵癌）手術、

内視鏡外科（胆石症など）を中心とした外科修練および基本的な外科医の姿勢、基本的な手技か

ら高度技術まで指導します。 

研修の骨格：臨床研修制度の主旨に則り、まずは臨床医として習得しておくべき一般外科学に

おける基本的診療の知識、技術を下記のプログラムに沿って経験し、修得、発展させます。将来

外科専門医を目指す者には外科研修のプログラムの第 1章としての位置付けることが可能であり、

将来他科を専攻する者には医師として習得しておくべき外科的診断法や手技を獲得する唯一の機

会として企画されています。 

 

【研修期間等】 

外科専門医プログラム選択者は原則として消化器外科６ヶ月の研修を行う。研修医 1 名に対し

複数の指導医が付きチーム指導を行い、チームの一員として診療を行う。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

一般外科の基礎的知識と技術を習得するとともに、外科チームの一員として診断、治療に参

加することで、外科学に対する基本的な診療能力を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．各疾患について、外科的治療の適応に関する基本的診療能力の向上に努める。（技能） 

２．患者と医師との関係について、ＩＣ(Informed consent)を通じて良好に理解しあう環境

を築くことができる。（解釈） 

３．医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える（問題解決）。  

４．外科診療に必要な処置、手技、周術期管理（輸液路の確保、輸液管理、ドレーン管理、

清潔操作、皮膚切開、縫合、糸結び、）を理解し、行うことができる。（技能） 

５．手術をはじめ外科診療上で必要な基礎的知識（局所解剖、輸液と輸血、外科的感染症、

創傷治癒管理、腫瘍学、外科病理学）についての述べる事ができる。（技能） 

６. 患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える(技能)。 

７．外科的患者の治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．カンファレンスに参加し、症例のプレゼンテーションをおこなう。（問題解決） 

９．外科診療に必要な画像診断（単純写真、造影検査、ＣＴ検査、ＭＲＩ検査、超音波、内

視鏡）の読影方法が理解できる。（解釈） 

10．病態に応じた抗生剤の選択が出来る。（問題解決） 

11．入院患者の病態に応じた必要な検査、治療の計画を立てる。（問題解決） 

12．臨床上の問題点からその疑問点を見つけ出し、議論することができる。（問題解決） 

13．病棟患者への分かりやすい初期説明が実施できる。（態度） 

14．外科部門スタッフ（同僚医師、上級医師、コメディカル等）と良好なコミュニケーショ

ンをとることができる。（態度） 
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15. 外科緊急時の対応を理解することができる。（知識） 

16. 臨床上の疑問点を文献などから情報収集し解決の糸口を見つけることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

・指導医、上級医の指導下に患者を担当し、外科診療に必要な知識と技術を習得し、臨床実

習学生を指導する。 

・入院患者の問診、理学所見を把握し、必要な検査、治療の診療計画を立てる。 

・各種検査の画像所見の読影法を習得する。 

・回診、カンファレンスで受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

・静脈ルートの確保（中心静脈も含め）、胸水、腹水穿刺、縫合、結紮などの外科基本手技を

経験する。 

・毎日のグループ回診、教授およびグループ長回診に参加する。 

④ 教育に関する行事 

・肝・胆・膵外科 

     毎週 月、水、木、金 午前 8時 20分～9 時 術前・術後症例検討 

毎週 月 午後 4時 30分～ 術前症例検討 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、研修医手帳に記入し、ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

受け持ち症例のサマリーの内容、研修医手帳に記入状況、ＥＰＯＣの入力状況、診療

チーム内での勤務状況や姿勢を参考に評価する。 

 

指導医等 

主任教授：藤元 治朗 

教 授：波多野 悦朗 

講 師：岡田 敏弘 

 

研修実施責任者 

講 師：鈴村 和大      
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〔上部消化管外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

診療の中には、高度の専門知識、技術が必要とされる厚生労働省により定められた施設認定基

準の多くの手術が含まれています。上部消化管外科では、食道癌・胃癌をはじめとする上部消化

管疾患について基本的な外科医の姿勢、基本的な手技から高度技術まで指導します。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

一般外科の基礎的知識と技術を習得するとともに、外科チームの一員として診断、治療に参

加することで、外科学に対する基本的な診療能力を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．各疾患について、外科的治療の適応に関する基本的診療能力の向上に努める。（技能） 

２．患者と医師との関係について、ＩＣ(Informed consent)を通じて良好に理解しあう環境

を築くことができる。（解釈） 

３．医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える（問題解決）。  

４．外科診療に必要な処置、手技、周術期管理（輸液路の確保、輸液管理、ドレーン管理、

清潔操作、皮膚切開、縫合、糸結び、）を理解し、行うことができる。（技能） 

５．手術をはじめ外科診療上で必要な基礎的知識（局所解剖、輸液と輸血、外科的感染症、

創傷治癒管理、腫瘍学、外科病理学）についての述べる事ができる。（技能） 

６. 患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える(技能)。 

７．外科的患者の治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．カンファレンスに参加し、症例のプレゼンテーションをおこなう。（問題解決） 

９．外科診療に必要な画像診断（単純写真、造影検査、ＣＴ検査、ＭＲＩ検査、乳腺撮影、

超音波、内視鏡）の読影方法が理解できる。（解釈） 

10．病態に応じた抗生剤の選択が出来る。（問題解決） 

11．入院患者の病態に応じた必要な検査、治療の計画を立てる。（問題解決） 

12．臨床上の問題点からその疑問点を見つけ出し、議論することができる。（問題解決） 

13．病棟患者への分かりやすい初期説明が実施できる。（態度） 

14．外科部門スタッフ（同僚医師、上級医師、コメディカル等）と良好なコミュニケーショ

ンをとることができる。（態度） 

15. 外科緊急時の対応を理解することができる。（知識） 

16. 臨床上の疑問点を文献などから情報収集し解決の糸口を見つけることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

・指導医、上級医の指導下に患者を担当し、外科診療に必要な知識と技術を習得し、臨床実

習学生を指導する。 

・入院患者の問診、理学所見を把握し、必要な検査、治療の診療計画を立てる。 

・各種検査の画像所見の読影法を習得する。 

・回診、カンファレンスで受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

・静脈ルートの確保（中心静脈も含め）、胸水、腹水穿刺、縫合、結紮などの外科基本手技を

経験する。 
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・毎日のグループ回診、教授およびグループ長回診に参加する。 

④ 教育に関する行事 

・上部消化管外科 

     毎週 木曜日 午前 8時～ 術前・術後症例検討、研究カンファレンス等 

     隔週 月曜日 午後 8時～ 上部消化管内科との合同カンファレンス 

  

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

受け持ち症例のサマリーの内容、ＥＰＯＣの入力状況、診療チーム内での勤務状況や

姿勢を参考に評価する。 

 

指導医等 

主任教授：篠原 尚 

准教授：菊池 正二郎 

講 師：石田 善敬 

臨床講師：倉橋 康典 

助 教：仁和 浩貴、中西 保貴 

 

研修実施責任者 

臨床講師：倉橋 康典 
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〔下部消化管外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

下部消化管外科は、主に大腸癌の診断や治療について基本的な手技から高度技術まで指導しま

す。 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

臨床医にとって必要な消化器外科・一般外科の基礎的知識と技術，態度を習得するとともに、

外科チームの一員として診断、治療に参加することで、全人的な管理能力を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．各疾患について、外科的治療の適応に関する基本的診療能力の向上に努める。（技能） 

２．患者と医師との関係について、ＩＣ(Informed consent)を通じて良好に理解しあう環境

を築くことができる。（解釈） 

３．医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える。（問題解決）  

４．外科診療に必要な処置、手技、周術期管理（輸液路の確保、輸液管理、ドレーン管理、

清潔操作、皮膚切開、縫合、糸結び、）を理解し、行うことができる。（技能） 

５．手術をはじめ外科診療上で必要な基礎的知識（局所解剖、輸液と輸血、外科的感染症、

創傷治癒管理、腫瘍学、外科病理学）についての述べる事ができる。（技能） 

６. 患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える。(技能) 

７．外科的患者の必要な検査・治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．カンファレンスに参加し、症例のプレゼンテーションをおこなう。（問題解決） 

９．外科診療に必要な画像診断の読影方法が理解できる。（解釈） 

10．病棟患者への分かりやすい初期説明が実施できる。（態度） 

11．外科部門スタッフと良好なコミュニケーションをとることができる。（態度） 

12. 外科緊急時の対応を理解することができる。（知識） 

13. 臨床上の疑問点を文献などから情報収集し解決の糸口を見つけることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

・指導医、上級医の指導下に患者を担当し、外科診療に必要な知識と技術を習得し、臨床実

習学生を指導する。 

・入院患者の問診、理学所見を把握し、必要な検査、治療の診療計画を立てる。 

・各種検査の画像所見の読影法を習得する。 

・回診、カンファレンスで受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

・静脈ルートの確保、胸水、腹水穿刺、縫合、結紮などの外科基本手技を経験する。 

・毎日のグループ回診、教授およびグループ長回診に参加する。 

④ 教育に関する行事 

毎週 月曜日 午前 8時～ 合同カンファレンス、抄読会、医局会 

午後 5時～ 術前・術後症例検討、研究カンファレンス等 

    毎週 水曜日 午前 8時～ 下部消化管内科との合同カンファレンス 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、ＥＰＯＣを入力する。 
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２．指導医による評価 

受け持ち症例のサマリーの内容、ＥＰＯＣの入力状況、診療チーム内での勤務状況や

姿勢を参考に評価する。 

 

指導医等 

主任教授：冨田 尚裕 

准教授：池田 正孝 

講 師：野田 雅史  山野 智基  塚本 潔 

 

研修実施責任者 

助 教：坂東 俊宏 
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〔炎症性腸疾患外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

炎症性腸疾患外科は主に潰瘍性大腸炎やクローン病の診断や治療について、基本的な手技から

高度技術まで指導します。 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

臨床医にとって必要な消化器外科・一般外科の基礎的知識と技術，態度を習得するとともに、

外科チームの一員として診断、治療に参加することで、全人的な管理能力を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．各疾患について、外科的治療の適応に関する基本的診療能力の向上に努める。（技能） 

２．患者と医師との関係について、ＩＣ(Informed consent)を通じて良好に理解しあう環境

を築くことができる。（解釈） 

３．医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える。（問題解決）  

４．外科診療に必要な処置、手技、周術期管理（輸液路の確保、輸液管理、ドレーン管理、

清潔操作、皮膚切開、縫合、糸結び）を理解し、行うことができる。（技能） 

５．手術をはじめ外科診療上で必要な基礎的知識（局所解剖、輸液と輸血、外科的感染症、

創傷治癒管理、腫瘍学、外科病理学）について述べる事ができる。（技能） 

６. 患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える。(技能) 

７．外科的患者の必要な検査・治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．カンファレンスに参加し、症例のプレゼンテーションをおこなう。（問題解決） 

９．外科診療に必要な画像診断の読影方法が理解できる。（解釈） 

10．病棟患者への分かりやすい初期説明が実施できる。（態度） 

11．外科部門スタッフと良好なコミュニケーションをとることができる。（態度） 

12. 外科緊急時の対応を理解することができる。（知識） 

13. 臨床上の疑問点を文献などから情報収集し解決の糸口を見つけることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

・指導医、上級医の指導下に患者を担当し、外科診療に必要な知識と技術を習得し、臨床実

習学生を指導する。 

・入院患者の問診、理学所見を把握し、必要な検査、治療の診療計画を立てる。 

・各種検査の画像所見の読影法を習得する。 

・回診、カンファレンスで受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

・静脈ルートの確保、胸水、腹水穿刺、縫合、結紮などの外科基本手技を経験する。 

・毎日のグループ回診、教授およびグループ長回診に参加する。 

④ 教育に関する行事 

毎週 月曜日 午前 8時～ 合同カンファレンス、抄読会、医局会 

午後 5時～ 術前・術後症例検討(内科と合同)、研究カンファレンス 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 
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受け持ち症例のサマリーの内容、ＥＰＯＣの入力状況、診療チーム内での勤務状況や

姿勢を参考に評価する。 

 

指導医等 

主任教授：池内 浩基  

准教授：内野 基 

 

研修実施責任者 

助 教：坂東 俊宏 
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〔心臓血管外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

これまで胸部外科として心臓血管外科と呼吸器外科の両者を診療しておりましたが、それぞれ

の専門性をより高めるために二つに分かれて、心臓外科と血管外科を担当する診療科として２０

０４年２月より新しく発足しました。それに伴い、新任教授として宮本裕治教授が赴任し、心機

一転、教室員一同張り切って診療、教育、研究を行なっている。 

２００６年１２月より診療科名は「心臓血管外科」に変更となっていますが、１９８０年胸部

外科設立から３５年以上の実績があり、心臓血管外科領域では関西でも有数の施設としてすでに

知られている。 

  兵庫医科大学臨床研修プログラムでは，外科専門医プログラム選択者では原則として２カ月当

科で研修を行う。将来外科専門医をめざす諸君は、この初期臨床研修プログラムないし３年目以

降の臨床研修プログラムでぜひ研修されたい。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

１．心臓血管疾患の外科治療に参加して、病態および治療体系を学び、周術期管理法を修得す

る。 

２．外科医に必要な血管吻合、再建の基本を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．患者に関して適切な問診および身体診察し、心電図や単純Ｘ線など必要な臨床検査を選択

および評価できる。 

２．特に患者の状態疾患に応じ、緊急対応の必要性について判断できる。 

３．チーム医療の原則や医療法規を理解し、ＳＯＡＰ の方式で適切な医療記録を作成、管理で

きる。 

４．カンファレンスにおいてプレゼンテーションができ、転科退院サマリーおよび紹介状を作

成ができる。 

５．人工呼吸管理、中心静脈確保、スワンガンツカテーテル挿入モニタリング、循環作動薬の

使用、胸腔ドレーン管理、一時的ペースメーカや気管内挿管および電気的除細動を含む心

肺蘇生法など、周術期管理において必要な手技および治療について精通し、指導医のもと

に実施できる。 

６．手術第１ないし２助手として、開胸ならびに閉胸手技さらに末梢血管吻合を指導医のもと

に実施できる。 

７．術中体外循環および大動脈内バルーンパンピング法について理解し、基本的取扱いや臨床

工学士への指示ならびに協力できる。 

③ 研修内容（方略）ＬＳ 

On Job Training: 指導医および上級医のもとに、上記診療に従事する。 

④ 教育に関する行事 

月 7：30～8：00    心臓血管外科・ＩＣＵ合同モーニングカンファレンス 

         8：00～9：00    心臓血管外科・呼吸器外科合同術前検討会 

        14：00～17: 00   教授回診 
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火 7：30～8：00    心臓血管外科・ＩＣＵ合同モーニングカンファレンス 

          8：00～8：30    心臓血管外科病棟カンファレンス 

水 7：30～8：00    心臓血管外科・ＩＣＵ合同検討会 

         8：00～9：00    術後検討会 英文抄読会 

        19：00～20：00   心臓血管外科・循環器内科合同症例検討会 

木 7：30～8：00    心臓血管外科・ＩＣＵ合同モーニングカンファレンス 

          8：00～8：30    心臓血管外科病棟カンファレンス 

金 7：30～8：00    心臓血管外科・ＩＣＵ合同モーニングカンファレンス 

       8：00～9：00    術前検討会 

         12: 30～13：00   心臓血管外科ランチョンセミナー 

         14：00～17: 00   教授回診 

⑤ 研修評価 

     随時オンライン卒後臨床研修評価システムＥＰＯＣを用いておこない，兵庫医科大学病院

研修管理委員会の承認をえる。 

 

指導医等 

主任教授：宮本 裕治     教 授：光野 正孝     講 師：山村 光弘 

講 師：良本 政章      助  教：田中 宏衞     助 教：関谷 直純 

 

研修実施責任者 

講 師：山村 光弘 
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〔呼吸器外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

以前は、胸部外科として心臓血管領域と呼吸器領域の両方を診療しておりましたが、それぞれ

の専門性をより高めるために二科に分かれ、２００４年３月より当科は呼吸器外科の専門診療科

として発足しました。新任教授として長谷川誠紀教授が着任し、スタッフ一同一致団結して診療、

教育、研究を日々行っております。手術症例は開設以来順調に増え、２００６年からは３００例、

２０１４年からは４００例を超える年間手術症例であり、呼吸器外科領域では国内有数の、大学

病院に限ればトップクラスの施設となりました。胸腔鏡などを利用する内視鏡下手術は全手術の

約７０％を占めます。 

兵庫医科大学臨床研修プログラムでは、外科専門医プログラム選択者は原則として１カ月当科

で研修を行います。将来外科専門医をめざす場合は、この初期臨床研修プログラムで経験される

ことをお勧めいたします。平成３０年度より導入される新専門医制度では、「兵庫医科大学外科専

門研修プログラム」を作成し、専攻医に卒後 5 年でプロフェッショナルとしての誇りを持ち、患

者への責任を果たせる外科専門医を習得することを目標に取り組みます。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

１．呼吸器疾患の外科治療に参加して、病態および治療体系を学び、基本的な外科診療、検査

法、処置法を修得する。 

２．外科医に必要な基本手技および周術期管理を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．適切な問診および身体診察をおこない、胸部Ｘ線、胸部ＣＴ、心電図、呼吸機能検査など

必要な臨床検査を選択および評価できる。 

２．特に患者の状態疾患に応じ、緊急対応の必要性について判断できる。 

３．チーム医療の原則や医療法規を理解し、ＳＯＡＰ の方式で適切な医療記録を作成、管理で

きる。 

４．カンファレンスにおいてプレゼンテーションと討論ができる。担当症例については速やか

に転科退院サマリーおよび紹介状を作成ができる。 

５．人工呼吸管理、中心静脈確保、循環作動薬の使用、胸腔ドレーンの挿入および管理、気管

内挿管および電気的除細動を含む心肺蘇生法など、周術期管理において必要な手技および

治療について精通し、指導医のもとに実施できる。 

６．手術第１ないし２助手として、開胸ならびに閉胸手技さらに胸腔鏡手術手技を指導医のも

とに実施できる。 

７．術中の必要に応じた片肺換気を含む呼吸器管理について熟知し、適時麻酔医への依頼がで

きる。 

８．化学療法について、抗癌剤投与に関する基本知識を習得し、肺癌を含む胸部悪性腫瘍の化

学療法の実践ができる。 

９．気管支鏡検査に関する基本的な知識を習得し、助手および術者として指導医のもとに実施

できる。超音波気管支鏡(ＥＢＵＳ)による生検も同様に行なえる 

③ 研修内容（方略）ＬＳ 
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On Job Training: 指導医および上級医のもとに、上記診療に従事する 

④ 教育に関する行事 

月 8：00～9：00  心臓血管外科・呼吸器外科合同術前検討会 

13：00～  教授回診 

火 手術日(定期) 

18：00～20：00  呼吸器合同症例検討会 

(病理学、放射線治療科、呼吸器内科、呼吸器外科) 

術前症例検討会（呼吸器外科） 

水 13：30～  気管支鏡(超音波気管支鏡含む)検査 

17：00～  リサーチカンファレンス 

木 手術日(定期) 

8：00～8：30  術後検討・回診 

金 手術日(定期) 

⑤ 研修評価 

    随時オンライン卒後臨床研修評価システムＥＰＯＣを用いておこない，兵庫医科大学病院

研修管理委員会の承認を得る。 

 

指導医等 

主任教授：長谷川 誠紀      

講  師：近藤  展行     講  師：松本 成司     講  師：多久和 輝尚  

助  教：橋本 昌樹   助  教：黒田 鮎美 

 

研修実施責任者 

講  師：松本 成司 
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〔小児外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

小児外科：新生児から１５歳までの外科疾患を対象としますが、小児で発症し、成人に達した

キャリーオーバーの患者の治療もおこないます。鼠径ヘルニア・臍ヘルニアをはじめとして、急

性虫垂炎、腸重積症といった日常よくみられる疾患から、胆道閉鎖症、ヒルシュスプルング病と

いった高度の専門性を必要とする疾患の診療ならびに手術を習得することを目標とします。また

ＮＩＣＵと連携して、先天性食道閉鎖症、小腸閉鎖症、横隔膜ヘルニア、直腸肛門奇形などの新

生児外科疾患を経験することができます。またこのような腹部疾患に加えて、嚢胞性肺疾患や漏

斗胸などの胸部疾患、小児がんといった小児外科特有の疾患に対する多様な手術を経験すること

ができます。最近では鏡視下手術を積極的に取り入れていますので、こどもにとって負担の少な

い外科治療を幅広く習得します。 

  なお当院は、日本小児外科学会専門医制度に基づく認定施設であり、外科研修を継続すること

により外科専門医、小児外科専門医、指導医の受験資格を取得することができます。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

小児外科の基礎的知識と技術を習得するとともに、小児や新生児の基本的な診療能力を身に

つける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

・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。 

・患者、家族の望むことを把握でき、良好な関係を保てる。 

・指導医や専門医にコミュニケーションをとり医療が行える。 

・医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える。 

・臨床症例に関する検討会や学術集会に参加し、症例呈示と討論ができる。 

・患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える。 

・病態と臨床経過を把握し、必要な検査を行い、結果を解釈できる。 

・小児外科的治療を理解し適切な治療法を選択できる。 

・小児外科診療に必要な処置、手技、周術期管理を理解し、行うことができる。 

・臨床上の疑問点を文献などから情報収集し解決の糸口を見つけることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

・上級医の指導下に患者を担当し、小児外科診療に必要な知識と技術を習得する。 

・入院患者の問診、理学所見を把握し、必要な検査、治療の診療計画を立てる。 

・各種検査の画像所見の読影法を習得する。 

・回診、カンファレンスで受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

・小児外科手術の基本手技を経験する。 

④ 教育に関する行事 

   ・小児外科検討会（毎週火曜日午後 4時〜） 

    内容：術前・術後検討、抄読会、研究発表 

  ・周産期合同カンファレンス（毎週月曜日午後 4時 30分～） 

     内容：新生児症例、出生前診断症例の検討 
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  ・放射線合同カンファレンス（毎月第１木曜日午後 5時 30分～） 

     内容：画像診断を中心とした症例検討会 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

受け持ち症例のサマリーの内容、ＥＰＯＣの入力状況、診療チーム内での勤務状況や姿

勢を参考に評価する。 

   

指導医等 

 教授：大植 孝治     講 師：佐々木 隆士     助 教：田中夏美 

 

研修実施責任者 

 教授：大植 孝治 
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〔乳腺内分泌外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

  乳腺疾患の診療には高度の専門知識と特徴的な手技が求められ、乳腺・内分泌外科は外科学

のなかで独立して診療を行っています。乳癌は女性にできる癌の中で最も多く、今後とも増加

すると予想されますが、専門医の数はまだまだ足りず、より多くの専門医が求められています。

特に女性の疾患であることから、女性医師の活躍が期待されている診療科です。当科では、乳

腺疾患を中心に、内分泌外科（副甲状腺、甲状腺良性疾患）も診療しています。 

乳腺外科では、患者さんの診断、手術、術後の薬物療法、再発治療を行っています。さらに

新しい薬や治療法の開発につながる治験や臨床試験にも取り組んでいます。８名の医師が所属

しており、外来から入院、手術、薬物療法にいたるまで、マンツーマンで丁寧に指導します。

乳腺外科ではマンモグラフィーの読影や手術、薬物療法といった特殊性を有しています。将来

乳腺外科を専門にしない医師にとっても、乳癌の知識を取得することは将来の診療に役立ちま

す。また、乳癌が女性の精神的な面に与える影響を理解することは、患者さんの心理をより深

く理解し、コミュニケーション能力を高める一助となります。 

 

研修の骨格：臨床研修制度の主旨に則り、まずは臨床医として習得しておくべき基本的診療

の知識、技術を下記のプログラムに沿って経験し、修得、発展させます。将来外科医を目指す

者には外科研修のプログラムの第１章として位置付けることが可能であり、外科専門医取得の

ための症例を経験することが可能です。将来他科を専攻する者には、医師として習得しておく

べき乳腺外科の診断や手技を獲得する唯一の機会として企画されています。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ）  

     乳腺・内分泌外科の基礎的知識と技術を習得するとともに、チームの一員として診断、手

術、薬物治療に参加することで、乳腺外科学に対する基本的な診療能力を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ）  

１．各疾患について、乳腺外科的治療の適応に関する基本的診療能力の向上に努める。（技能） 

２．患者と医師との関係について、ＩＣ(Informed consent)を通じて良好に理解しあう環境

を築くことができる。（解釈） 

３．医療を行う際の安全確認の考え方を理解し安全管理が行える（問題解決）。  

４．乳腺外科の診療に必要な処置、手技、周術期管理（輸液路の確保、輸液管理、ドレーン

管理、清潔操作、皮膚切開、縫合、糸結び、）を理解し、行うことができる。（技能） 

５．手術をはじめ乳腺外科診療上で必要な基礎的知識（局所解剖、輸液と輸血、外科的感染

症、創傷治癒管理、腫瘍学、外科病理学）についての述べる事ができる。（技能） 

６. 患者の病歴の聴取と記録ができ、基本的な身体診察法を理解し行える(技能)。 

７．外科的患者の治療計画を立案できる。（問題解決） 

８．カンファレンスに参加し、症例のプレゼンテーションをおこなう。（問題解決） 

９．乳腺疾患の診療に必要な画像診断（マンモグラフィー、超音波エコー、ＭＲＩ検査、Ｃ

Ｔ検査等）の読影方法が理解できる。（解釈） 

10．疾患に応じた薬物療法の選択が出来る。（問題解決） 
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11．入院患者の病態に応じた必要な検査、治療の計画を立てる。（問題解決） 

12．臨床上の問題点からその疑問点を見つけ出し、議論することができる。（問題解決） 

13．病棟患者への分かりやすい初期説明が実施できる。（態度） 

14．外科部門スタッフ（同僚医師、上級医師、パラメディカル等）と良好なコミュニケーシ

ョンをとることができる。（態度） 

15．外科緊急時の対応を理解することができる。（知識） 

  ③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１ On the job training (ＯＪＴ)  

１．チームの一員として、指導医、上級医のもと診療に参加し、臨床実習学生を指導す

る。 

２．毎日の回診に参加する。 

ＬＳ２ 勉強会・カンファレンス  

＜週間スケジュール＞ 

    １．抄読会：毎月曜日 8:00より 

    ２．症例カンファレンス（術前、術後症例の合同カンファレンス）：毎火曜日 17:30より 

④ 研修評価(ＥＶ)  

 １．自己評価 

受け持ち症例のサマリーをファイルし、ＥＰＯＣを入力する。 

  ２．指導医による評価 

受け持ち症例のサマリーの内容、ＥＰＯＣの入力状況、診療チーム内での勤務状況や姿

勢を参考に評価する。 

 

指導医 

 教  授：三好 康雄（乳腺・内分泌外科 責任者） 

 客員教授：高塚 雄一 

 准 教授：荒木 和浩 

 助  教：今村 美智子、村瀬 慶子 

病院助手：柳井亜矢子、宮川義仁 

 

研修実施責任者 

 教  授：三好 康雄 
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〔救命救急センター〕 

【立地環境】 

・甲子園球場の直ぐ近く、阪神タイガースファンならずともプロ野球ファンには絶好！ 

・宝塚歌劇場も近く、ヅカファンの医師やナースも少なくありません。 

・西宮ヨットハーバーは西医体や国体の正式競技場として活躍しています。 

・東洋カントリーをはじめ３０～６０分の近距離に数多くのゴルフクラブがあります。 

・水の都大阪、港町神戸へは、いずれも約３０分の距離です。 

 

【施設の特徴】 

１．ＪＲ福知山線列車脱線事故で負傷者１１３名の受け入れ窓口となった施設です。 

２．阪神間の救急医療を担う救急･集中治療・災害医療の中核施設です。災害拠点病院に指定され

ており、ＤＭＡＴ隊を組織しています。東日本巨大地震や熊本地震へも派遣されました。 

３．急性医療総合センター１階に救急処置ベッド３台、熱傷治療室、手術室、除染室（核・生物・

化学汚染に対応）を完備し、128列 CT、レントゲン透視室、IVRセンターが併設され、最大５

名の重症患者治療が行えます。２階にはＣＣＵと共同運営でＩＣＵ20床、一般病棟 24床の計

44病床数を設置しています。 

４．救急現場、他の病院からの重症患者はもとより、特殊重症疾患として四肢再接着、広範囲熱

傷、周産期救急も 24時間対応で受け入れており、実質的に高度救命救急センターの要件を完

全に満たした業務を行っています。特に、重症熱傷は、自己細胞培養皮膚を用いた自家移植

の先進医療を行っており、さらに、皮膚科、形成外科、リハビリ科をともに熱傷センターを

設置し、機能的予後改善を目指した形成や社会復帰のためのリハビリ治療の充実のために科

の垣根を超えた協力体制を組んでいます。 

また、ドクターカーを２４時間体制で運用しており、圏域内７市１町すべてを対象に病院前

診療（プレホスピタル）を行っています。 

５．ＥＲ機能を持つ独立型救急診療科です。 

・人工心肺、血液浄化療法、内視鏡的止血術など緊急処置はセンター医師が行います。 

・緊急処置後・手術後患者の重症管理はセンターＩＣＵでセンター医師が行います。 

・比較的軽症患者やＩＣＵ後患者は、センター病棟でセンター医師が治療に当たります。 

・診療は３つの診療チーム、整形外科外傷専門チームの４編成で行っています。 

・救急外来診療は初療担当医の指揮の下、皆が協力して行います。 

・疾患の内訳は外因性疾患が５３％、内因性疾患が４７％で、受け入れ数は年間約 1,800 件、、

院外心肺停止例は約１６０件です。 

・腹部外傷、消化管緊急手術、整形外科的外傷の緊急手術は原則としてセンター所属の各専門

医が行いますが、院内の他科の専門医の協力体制も充実しています。 

・センター医師が行う全身麻酔下手術件数は年間約２５０例です（小外科手術を除く）。   

６．幅広い救急疾患が研修できます。 

・救急科専門医（救急医学会認定：指導医 4 名、専門医５名、救急医学会評議員４名）が教育

指導に当たります。 

・多発外傷、熱傷、重症急性膵炎、消化管疾患、呼吸器疾患、敗血症、免疫疾患、脳血管障害、

周産期救急、心臓血管疾患、心肺停止状態など、あらゆる重症救急疾患が研修できます。 

・基礎的な手技から高度な処置まで上級医の指導のもとに修得できます。 
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・院内各科と良好に連携しており、各科の専門医の指導も随時受けることが出来ます。 

   ・脳外科手術、大血管手術等は専門科が行いますが、手術に参加することが可能です。 

・症例が多いため、研修医・レジデントが実際に基本手技を行う機会は頻回です。 

・レジデント（３年目）以上の医師は、臨床に在籍したまま大学院に入学できます。 

・ポストに空きがあるので、中堅クラスの常勤医も募集しています。 

 

【内容】 

① 一般目標(ＧＩＯ) 

救急医療に携わる医師として緊急性の高い疾患に直面した場合、チームの一員として速やかに

適切な処置ができ、またリーダーとして指導できる能力を修得する。 

② 行動目標(ＳＢＯ) 

１．バイタルサインの把握ができる。 

２．理学的所見を的確に把握できる。 

３．重症度と緊急度が判断できる。 

４．一次救命処置が指導でき、二次救命処置が実施できる。 

５．ＪＡＴＥＣの考えを理解し、実施できる。 

６．緊急検査の実施、評価ができ、緊急度の高いデータを把握し対処できる。 

７．基本手技が実践できる。 

８．重症患者の呼吸、循環管理が実施できる。 

９．呼吸器設定モードを理解し、最適な呼吸器設定ができる。 

10．アラーム発生時の対処ができる。 

11．人工呼吸器の離脱の計画を立てることができる。 

12．循環作動薬の薬理学的特徴を把握し、使用することができる。 

13．適切な抗生剤を選択できる。 

14．入院患者の栄養管理ができる。 

15．栄養状態の評価ができる。 

16．必要カロリーの組成を評価し、説明できる。  

17．急変時にチームリーダーとしての実践ができる。 

18．事故や災害時の、現場での応急処置や救急搬送ができる。 

19．チーム医療における役割を理解し、スタッフとの良好なコミュニケーションがとれ、専

門医への適切なコンサルテーションができる。  

③ 研修内容（方略）(ＬＳ) 

1．患者毎に研修医と上級医がグループとなり、上級医の指導のもとで診療にあたる。 

2. 毎日、日替わりで、救急初療または病院前診療を担当し救急患者の初期診療の研修を行う。 

3．ＢＬＳ, ＡＣＬＳ, ＩＣＬＳ, ＪＰＴＥＣ, ＪＡＴＥＣ,ＰＡＬＳ等へ参加し、臨床で実

施できること、さらには後輩に指導できるようになることを目指す。 

4. 内科、外科、消化器、内視鏡など、サブスペシャリティー専門医取得のために必要な研修

は、院内の関連科や関連病院と連携して行っています。   

④ 教育に関する行事 

１．毎朝のカンファレンスに参加し、症例呈示、検討を行う。 

２．各グループでの勉強会。 

３．ＣＰＣへの参加。 
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４．抄読会。 

５．学会発表。 

６．論文発表。 

⑤ 研修評価(ＥＶ) 

     １．自己評価 

         ＥＰＯＣ入力により評価する。 

      ２．指導医による評価 

          ＥＰＯＣ入力により評価する。 

      ３．研修内容の評価  

        ＥＰＯＣ入力により評価する。 

 

専門医 

小谷穣治：日本救急医学会指導医・専門医、日本集中治療医学会専門医、日本外科学会指導医・ 

     専門医、日本消化器外科学会指導医・専門医、日本消化器病学会指導医・専門医、 

     日本外傷学会専門医、日本静脈経腸栄養学会指導医・専門医  

山田 勇：日本外科学会専門医  

中尾博之：日本救急医学会指導医、日本麻酔科学会指導医 

白井邦博：日本救急医学会指導医、日本集中治療学会専門医、日本外傷学会専門医、 

熱傷学会専門医  

宮脇淳志：日本救急医学会専門医、日本整形外科学会専門医  

上田敬博：日本救急医学会専門医 Infection control doctor 熱傷学会専門医  

藤崎宣友：日本麻酔学会専門医、日本救急医学会専門医  

 

研修指導医師 

主任教授：小谷 穣治（指導責任者）   臨床准教授：中尾 博之 

講 師：宮脇 淳志  講 師：上田 敬博 臨床講師：山田 勇   

助 教：白井 邦博  助 教：藤崎 宣友   

 

研修実施責任者 

  講 師：宮脇 淳志 
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〔麻酔科・疼痛制御科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

研修は到達目標によって２コースを設定している。 

（１）必修科目(３ヶ月コース) 

臨床医として全身管理に不可欠な臨床的技術と知識を習得することを目的とする。基本

的麻酔管理技術のトレーニングを通じて、呼吸・循環・体液などの全身管理、心肺蘇生時

のプライマリケア研修を行う。 

（２）選択科目(２，３，６または８ヶ月コース) 

麻酔科医として必要な臨床的技術と知識を習得することを目的とする。すなわち必修科

目に加えて、重症疾患や困難症例の麻酔を通じて、専門的な周術期管理の習得を目指す。 

また、大学人として医の本質を志向してその内容を科学的に創造し、形成していく能力

を養成することを目的とする。困難症例では文献検索から科学的な麻酔計画の立案を学ぶ。

またこれらの症例の経験を振り返ることを通じて、学術的な報告の手法も習得してゆく。

日本麻酔科学会は臨床研修医の学会への積極的参加を推進している。長期研修者には研究

会などでの発表も経験させる。 

希望者は３年目以降も当病院およびその関連施設の麻酔科指導病院にて継続して麻酔に

従事することにより、厚生労働省に申請して麻酔科標榜医の資格を得ることができる。さ

らに引き続いて麻酔に従事することにより、日本麻酔科学会認定の麻酔認定医の受験資格

が得られる。 

研修内容にはハイリスク症例を含む各種麻酔管理、術後の疼痛管理に加えて、８ヶ月コ

ースではＩＣＵ管理、ペインクリックも希望と研修進度に応じてローテーションする。Ｉ

ＣＵでは重症患者や術後管理についての知識と技術を身につける。ペインクリニック部で

は各種の急性疼痛、慢性疼痛、およびがん疼痛患者の管理を学ぶとともに、患者、家族と

の適切なコミュニケーション能力を身に着ける。また、緩和医療についての適切な知識と

管理を身につける。 

 

【内容】 

① 一般目標(ＧＩＯ) 

「医師として清廉で患者中心の医療人であること」を行動規範としてチーム医療の一員とし

て診療に従事する能力を身につける。 

周術期の全身管理に必要な臨床技術と知識を習得する。 

② 行動目標(ＳＢＯ) 

１．術前診察で必要なポイントについて述べることができる。(技能) 

２．麻酔の方法と危険性についてわかりやすく患者に説明できる。(態度) 

３．術前の合併症について把握し、ＡＳＡリスク決定できる。（解釈） 

４．気道確保の難易度について評価できる。(解釈) 

５．術前に得られた情報や術式に従い、麻酔計画を立てることができる。(問題解決) 

６．麻酔計画に則り、麻酔準備ができる。(技能) 

７．麻酔計画に従い、麻酔を実行できる。(技能) 

８．麻酔器の始業点検を正しく行うことができる。(技能) 
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９．不足の事態がおきた場合に状況を指導医に報告できる。(問題解決)                  

10. 不足の事態が起きた場合に指導医の指示に従って対処できる。(技能) 

11. 術後鎮痛法の基本原則や方法についてわかりやすく患者に説明できる。(態度) 

12. 看護師、臨床工学技師、薬剤師などの役割を認識し、協力して医療を行う。(態度) 

13. モニタリングの基本理念について説明できる。(技能) 

14. 心電図、パルスオキシメータなどの基本的なモニタリングを正しく使用できる。(技能) 

15. ＢＩＳモニターや筋弛緩モニターにより、麻酔深度を理解できる。(解釈) 

16. 経食道心エコーや肺動脈カテーテルの適応を正しく説明できる。(技能) 

17. 静脈確保ができる。(技能) 

18. 動脈穿刺ができる。(技能) 

19. 適切な輸液を選択することができる。(技能) 

20. 病態や手術内容に応じた適切な輸液量を計算することができる。(解釈) 

21. 用手的気道確保、バッグ-マスク換気ができる。(技能) 

22. エアウェイを使用できる。(技能) 

23. ラリンジアルマスクの適応を説明できる。(技能) 

24. 気管挿管ならびに気管挿管に必要な体位についての解剖が理解できる。(解釈) 

25. 気管挿管の準備ができる。(技能) 

26. マッキントッシュ型喉頭鏡を用いて気管挿管を行うことができる。(技能) 

27. ラリンジアルマスクを正しく挿入できる。(技能) 

28. エアウエイスコープ®の準備ができる。(技能) 

29. エアウエイスコープ®を用いて気管挿管ができる。(技能) 

30. 気道困難症の準備ができる。(技能) 

31. 人口呼吸についての様式や合併症を理解し、適切な換気設定を行える。(技能) 

32. 胃管が挿入できる。(技能) 

33. 患者に硬膜外麻酔の合併症をわかりやすく説明できる。(態度) 

34. 患者に脊髄クモ膜下麻酔の合併症をわかりやすく説明できる。(態度) 

35. 脊髄クモ膜下麻酔の準備ができる。(技能) 

36. 脊髄クモ膜下麻酔を施行できる。(技能) 

37. 脊髄クモ膜下麻酔の低血圧の原因を理解し、対応ができる。(問題解決) 

38. 血液ガスから酸塩基平衡異常の診断ができる。(解釈) 

39. 輸血の適応を判断できる。(問題解決) 

40. 輸血に必要な確認ができる。(技能) 

41. 適切な輸血量を決定できる。(問題解決) 

42. ショックを診断し、上級医に報告できる。(技能) 

43. 低酸素血症を診断し、上級医に報告できる。(技能) 

44. 低酸素血症の原因を検索できる。(技能) 

45. 吸入麻酔薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

46. 静脈内麻酔薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

47. 麻薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

48. 筋弛緩薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

49. 血管作動薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

50. 抗不整脈薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 
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51. 筋弛緩拮抗薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

52. 局所麻酔薬についてその作用や使用法を説明できる。(技能) 

53. 合併症症例の麻酔管理について理解できる。(解釈) 

54. 中心静脈穿刺の適応を説明できる。(技能) 

55. 中心静脈穿刺の合併症を列挙し、対処法を列挙できる。(解釈) 

56. 中心静脈カニュレーションに用いる部位と特徴について列挙できる。(解釈) 

57. 指導医の指導のもと内頸静脈カニュレーションを円滑に行うことができる。(技能) 

58. 適切な中心静脈の穿刺部位やカテーテルの種類、挿入する深さを決定できる。(技能) 

59. 超音波ガイド下の中心静脈穿刺の方法を説明できる。(解釈) 

60. 術後の全身評価を行える。(技能) 

61. 術後の問題点を理解し、上級医に報告できる。(問題解決) 

62. 術後痛を評価できる。(技能) 

63. 適切な術後疼痛管理の方法を判断できる。(解釈) 

64. 術後の患者の訴えを聴取できる。(態度) 

65. 緊急手術の準備ができる。(技能) 

66. 緊急手術の麻酔法について述べることができる。(解釈) 

 

③ 研修内容(方略)(ＬＳ) 

ＬＳ１：麻酔前のシミュレーション 

１．気道管理マネキンを用いて、気管挿管のトレーニングを行う。 

２．マネキンを用いて超音波ガイド下中心静脈カテーテル穿刺のトレーニングを行う。 

３．朝カンファレンスにおいて、上級医の麻酔計画を学ぶ。 

４．上級医の実際の麻酔を見学する。 

ＬＳ２：術前の麻酔計画立案 

１．手術前日に術前訪問を行い、外来診察の麻酔計画を確認する。 

２．手術前日に麻酔計画立案を上級医に相談する。 

３．手術当日にライターと麻酔計画を確認する。 

ＬＳ３：手術麻酔の実施 

１．手術麻酔に実際に上級医と参加する。 

２．実習医学生に得た知識を教えることで、知識の確認を行う。 

ＬＳ４：術後回診の実施 

１．術後に訪床し、患者を診察する。 

２．術後の問題点を上級医に報告し、対処を考える。 

ＬＳ５：日本麻酔科学会総会(平成 26 年度 6 名、平成 27 年度 3 名)、および日本麻酔科学会関

西地方会(平成 25 年度 1名)への参加 

１．希望者は上記学会に参加する。 

２．学会参加を通じて幅広い知識を得る。 

３．学会には研修医無料招待の制度がある。 

ＬＳ６： 勉強会、カンファレンス 

１．朝の症例カンファレンス 

当日の麻酔計画について確認する。 
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２．抄読会 

医局員全員で英文論文の抄読会 

３．症例検討会 

２週間の中の症例の洗い出し、復習、質疑応答 

４．医局会 

困難症例などの検討 

５．朝の勉強会（月～金曜日 毎朝 7:50から） 

後期臨床研修医やスタッフによるミニレクチャーに参加 

テキストは「ミラー麻酔科学」「麻酔科シークレット」「麻酔科専門医認定筆記試験」を

中心 

６．研修終了時プレゼン 

朝の勉強会の時間を利用して研修終了時にプレゼンを行う。プレゼンのトレーニングと

研修評価を兼ねる。指導は後期臨床研修医が担当する。 

７．研修医質問コーナー(クルズス、出勤土曜日の 9:30から) 

准教授、スタッフによる身近な質問の質疑応答を受け付ける 

８．研修開始前気道確保トレーニング 

研修期間の開始時にマネキンを用いて、マッキントッシュ喉頭鏡、エアウエイスコープ®、

マックグラス®、ラリンジアルマスクの実習を行う。 

９．研修開始麻酔シミュレーター実習 

麻酔回路はずれ、出血やアナフィラキシーなどのシナリオに沿ってシミュレータ

（SIMMAN®または HPS®）を用いてトレーニングする。 

 

④ 教育に関する行事 いずれも 11号館５階麻酔科カンファレンス室 

１．朝の症例カンファレンス 

毎朝 8:00から  

２．抄読会 

隔週土曜日 10:00から  

３．症例検討会 

隔週土曜日 10:00から  

４．医局会 

隔週土曜日、抄読会終了後  

５．朝の勉強会  

月～金曜日 毎朝 7:50から 

６．研修医質問コーナー(クルズス)、麻酔シミュレーション 

隔週土曜日 9:30 から  

７.  研修開始前気道確保トレーニング 

研修期間の開始時に適宜 

８. 研修開始麻酔シミュレーター実習（吸入麻酔薬シミュレーション、産科麻酔危機管理など） 

研修期間の開始時に適宜 

 

⑤ 研修評価(ＥＶ) 

１．自己評価 
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ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣへの入力状況、診療チームでの勤務状況を評価 

３．手術麻酔における実技評価 

４．研修終了時の朝の勉強会でのプレゼン 

 

指導医等 

 主任教授：廣瀬 宗孝   教 授：多田羅 恒雄 

 准教授：狩谷 伸享 講 師：岡野 紫    講 師：下出 典子   

講 師：植木 隆介 助 教：小林 喜子 助 教：中本 志郎  

助 教：助永 憲比古 助 教：二木 美由希 助 教：金子 隆彦 

 

研修実施責任者  

准教授：狩谷 伸享 

 

文献：社団法人日本麻酔科学会 麻酔科医のための教育ガイドライン 

 

〔ペインクリニック部〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

「痛み」を主訴として病院を受診する患者は、６０％以上である。疼痛制御科では、「痛み」と

いう限局した症候を治療の対象とし、「痛み」を診断することで、原因疾患の治療を推進し、「痛

み」を治療することで、患者の迅速な社会復帰を目指している。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

各種疾患による疼痛を認める患者に対して、治療計画を立案し、侵襲的疼痛治療を含む様々

な疼痛治療を指導医のもとで実践する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. 疼痛患者の問診、疼痛の性状を正しく理解する。 

２. 急性疼痛患者の病状把握、原因解明、治療計画、臨床経過観察及び治療ができる。 

３. 慢性疼痛患者の病状把握、原因解明、治療計画、臨床経過観察及び治療ができる。 

４. がん性疼痛患者の病状把握、原因解明、治療計画、臨床経過観察及び治療ができる。 

５. 痛みの薬物療法の機序、適応、投与法に関して説明できる。 

６. 麻薬の使用に関して、適応の決定、投与方法の選択、患者への説明が行える。 

７. 侵襲的疼痛治療（神経ブロック療法含む）の手技、適応、鎮痛機序に関して説明できる。 

８. がん終末期患者や、その家族に対して、緩和ケアチームの一員として治療に参画する。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

１．上級医、指導医のもと病棟、外来業務を通じてペインクリニックの一般外来に必要な、

検査・診断・治療の能力を向上に努める。  

２．カンファレンス、回診に出席する。 
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④ 教育に関する行事 

隔週月曜日：抄読会、症例検討会、医局会 

⑤ 研修評価 

ＥＰＯＣの入力をうける。 

 

指導医等 

 主任教授：廣瀬 宗孝    助 教：中野 範       助 教：恒遠 剛示      

助 教：棚田 大輔       助 教：助永 憲比古   助 教：志村 優佳 

 

研修実施責任者 

助 教：中野 範 
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〔小児科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   将来、小児を全人的に診療できる医師を目指すべく研修カリキュラムを作成している。希望者

は３年目以降も当科および関連施設で継続して研修を行う体制により、日本小児科学会専門医制

度の専門医試験の受験資格を最短で取得し合格できる研修内容である。また、日本専門医機構（平

成 26年 6月設立）のプログラムに沿うものである。 

 【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ）  

     将来の専攻科にかかわらず一般小児疾患に必要な基礎知識、初期対応技術を含めた基本的技

術、基本的態度を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） （技能）（解釈）（問題解決）（態度）（知識） 

１．疾患を診るのではなく、小児およびその児をとりまくすべてを診る全人的診療を基本と

して、小児の家族と良好な人間関係を確立できる。（態度） 

２．小児にかかわる社会的背景における健康問題を説明できる。（知識） 

３．新生児から小児の成長と発達、検査の正常値などを理解し年齢に適した評価ができる。 

（問題解決） 

４．適確な病歴の聴取能力と理学所見のとり方を修得する。（技能） 

５．健診、予防接種の知識を持ち、家族に適切な指示、指導ができる。（技能） 

６．新生児および小児のトリアージができ、緊急処置、蘇生法を修得する。（技能） 

７．新生児から小児に特有な疾患の病態生理し、検査・治療計画を立てることができる。 

（技能） 

８．周囲のスタッフとのコミュニケーション能力を持ち、チーム医療が実践できる。（態度） 

９．病態・疾患を把握し専門医への相談、転科、転院の必要性を判断できる。（問題解決） 

10．単独もしくは指導者のもとで新生児を含む小児の採血、皮下注射ができる。（技能） 

11．指導者のもとで小児の静脈注射・点滴静注、輸液、輸血ができる。（技能） 

12．一般尿検査(尿沈査検査、採尿パックの使用法、導尿法)、髄液検査(計算板による髄液細

胞の算定を含む)を実施、評価できる。（技能） 

13．血液型判定・交差適合試験の実施を実施、評価できる。（問題解決） 

14．パルスオキシメーターなど必要なモニターの選択および装着ができる。（解釈） 

15．血清免疫学的検査、細菌培養・感受性試験の評価できる。（知識） 

16．適切な鎮静法の上で単純Ｘ線検査、CT・MRI 検査の実施、評価ができる。（問題解決） 

17．小児の体重別・体表面積別の薬用量を理解し、基本的薬剤の種類と使用法の理解の上、

処方箋・指示書の作成ができる。（知識） 

18．小児の年齢、疾患などに応じて輸液の適応、輸液の種類、必要量を決めることができる。

（知識） 

19．小児外来診療の現状を理解し、研修医として外来診療に参加できる。（技能） 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ)  

毎朝の会議、毎日の回診に参加し、チームの一員として指導医、上級医のもと外来・入院診療

に参加し、臨床実習学生を指導する。 
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ＬＳ２：勉強会・カンファレンス  

１．モーニングミーティング 

     新入院患者および時間外患者の症例提示と診断・治療の検討を行う。 

２．症例検討会 

入院患者の症例提示と診断・治療の検討を行う。 

３．抄読会 

文献提示、研究成果の検討に参加する。 

４．勉強会 

小児科関連のアップデートな知識を共有する。 

④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

毎朝午前 8：30～8：45 入院患者及び時間外患者のモーニングミーティング 

月１回 木曜日午後 7：00～8：00 専門医に向けての勉強会 

 

月 午前 8：00～8：30 輪読会 

     午後 5：00～6：30 新生児・腎疾患カンファレンス 

水 午後 2：00～5：00 症例検討会・総回診 

      午後 5：00～6：00 抄読会・医局会 

木 午前 8：00～8：30 勉強会 

 

⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価 

  ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣ への入力状況、勤務状況の評価を行う。 

３．看護師による評価 

       ＥＰＯＣを用いて、看護師からの評価を行う。 

４．研修内容の評価 

       研修医による小児科部門の評価をＥＰＯＣで行う。 

 

指導医等 

主任教授：竹島 泰弘     講 師：皆川 京子  助 教：田中 靖彦 

助 教：川本 久美      助 教：福田 典子  助 教：柴田 暁男 

助 教：下村 英毅   助 教：柴野 貴之  助 教：李  知子 

助 教：香田 翼   助 教：三崎 真生子  助 教：西岡 隆文 

 

研修実施責任者  

講 師：皆川 京子 
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〔精神科神経科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

本プログラムでは、外来における予診、陪席および診療、病棟における診療、症例検討会、身

体科からの依頼による診療などを通して、臨床医として最低限必要な精神医学の基本的な態度、

知識、技能を身につけることを優先している。診療対象となる主な精神症状は、不安、抑うつ、

不眠、意識障害（せん妄を含む）、精神疾患としては症状性・器質性精神病、認知症疾患、アルコ

ール依存、気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）、統合失調症、不安障害、身体表現性障害、スト

レス関連障害である。閉鎖病棟を有し主に急性期のさまざまな疾患が体験できる。一般精神医療

の他に、精神科救急医療、身体科と連携したコンサルテーション・リエゾン精神医療も体験でき

る。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

精神保健や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、身体科にお

いても診療する機会の多い精神疾患や病態を理解し、初期対応のための精神症状の診断と治療

技術を学び、専門医による診察を適切な時期に依頼できる能力を習得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. 精神保健福祉法を理解し患者やその家族の人権に配慮した診察ができる。 

２. 基本的な精神医学的面接ができ、精神症状を把握し、重要症状を抽出することができる。 

３. 病歴、現症、補助検査を総合して精神疾患の診断ができる。 

４. インフォームドコンセントについて理解し、精神症状に対する初期症状としての薬物療

法、患者やその家族への適切な指示、指導ができる。 

５. 身体科の日常診療で遭遇する機会の多い精神症状、状態像について理解する。 

６. 身体科に適切な時期に診察を依頼することができる。 

７. 総合的な治療計画へ参画し関係機関と連携をはかることができる。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

ＬＳ１：外来研修 

１．初診患者の予診をとり、指導医による本診察に陪席する。 

２．指導医、上級医の再診患者の診察に陪席する。 

３．身体科からの診察依頼のあった患者に対する指導医、上級医の診察に陪席する。 

４．指導医による精神科救急患者への対応と診察に陪席する。 

ＬＳ２：病棟研修 

１．指導医と上級医の指導のもと診療に参加する。 

２．入院時、問題点を列挙し初期計画と予後を想定した治療計画を診療録に記載する。 

３．月曜から金曜（第１、３週は土曜を含む）は毎日診察を行ない診療録に記載すると共に、

指導医、上級医の指導のもとに処置を行なう。 

４．患者の入退院に際して、その症例のサマリーを作成し、症例検討会・医局会に提示して

討議する。 

５．週１回、患者の治療経過サマリーを診療録に記載し、治療方針について指導医、上級医

とともに検討する。 
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６．指導医、上級医とともに退院後の治療計画について検討し診療録に記載する。 

ＬＳ３：研修講義、抄読会、教授回診、症例検討会・医局会 

１．研修講義：指導医によるテーマ別の講義に参加する。  

２．教授回診：治療方針について教授とともに検討する。 

３．症例検討会・医局会：入退院患者の症例提示と診断、治療方針について検討する。 

④ 教育に関する行事 

１．研修講義：カンファレンス室にて月曜日から金曜日の午後 

２．教授回診：病棟にて毎週水曜午後 

３．症例検討会・医局会：カンファレンス室にて毎週水曜午後 

  ⑤ 研修評価 

１. 自己評価 

ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣへの入力状況、上級医による評価を総合して評価を行う。 

 

指導医等 

  主任教授：松永 寿人     教 授：湖海 正尋      講 師：林田 和久   

講 師：清野 仁美      講 師：山田 恒       助 教：宇和 典子 

助 教：前林 憲誠      助 教：吉村 知穂      助 教：西井 理恵 

 

研修実施責任者 

    講 師：清野 仁美 
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〔産科婦人科〕 

研修の内容と特徴 

【特徴】 

   産科婦人科は周産期・婦人科腫瘍・生殖医療・女性医学を４つの柱としており、これらを総合

的に研修できるような体制作りを行っている。 

      周産期医療については地域周産期センターとして、ハイリスク妊娠・分娩に対して、ＮＩＣＵ

をはじめ、他科と連携しつつ対応している。また、出生前診療外来を設けて、臨床遺伝専門医と

認定遺伝カウンセラーが出生前診断の遺伝カウンセリングを行って、羊水検査・母体血を用いた

胎児染色体検査(NIPT)などの出生前遺伝学的検査を実施している。 

婦人科腫瘍の領域では地域がん診療連携拠点病院として子宮、卵巣の悪性腫瘍を中心に、その

早期診断と治療をおこなっており、外来化学療法にも力を入れている。また、ペインクリニック

とともに地域と連携をとり、緩和医療も推進している。 

生殖医療については生殖医療センターを開設しており、一般不妊症の総合的原因検索及び排卵

誘発、人工授精などの不妊治療、免疫性不妊を含む難治性不妊症に対する体外受精、顕微授精、

胚の凍結保存などの高度先進不妊治療を行っている。 

文部科学省より周産期医療環境整備事業（人材養成環境整備）：「兵庫医大の特徴活用型周産期

医療支援事業」として平成２１年～平成２５年の５年間にわたり補助金を獲得した。女性医師が

結婚や出産後も安心して勤務継続・復帰が行える環境作りを目指しており、前期研修医の段階か

ら積極的に周産期医療の領域に進もうという意欲を高めるようにしている。事業終了後も若手医

師・女性医師の働きやすい環境を提供している。 

当院の研修プログラムのうち産婦人科重点プログラムの取組は、前期研修の終了後に、周産期

を専門とする産婦人科医の育成を目標としている。講座内に研修室を設置し、専用の机と椅子、

パーソナルコンピュータ等の設備を設置し、共用設備としてはプリンタの設置やＬＡＮ環境の整

備も行っている。これらにより周産期医療実施部署へのアクセスの改善を行うと同時に研修内容

を個人で整理するための環境整備を解決している。また積極的に学会や研修会への参加を勧め、

交通費と参加費等の補助を行っている。 

 

【内容】 

① 一般目標(ＧＩＯ) 

厚生労働省で定められた臨床研修の到達目標に定められた産科婦人科疾患・病態を外来診療、

受け持ち入院患者で自ら経験することを研修目標とする。 

② 行動目標(ＳＢＯ) 

◎ 産 科 

１．産科診察法を習得する。 

２．妊娠・分娩・産褥の一般知識を学び、正常分娩を取り扱うことができる。 

３. 産科手術法の基礎を習得する。 

４. 基礎的な産科画像診断法（超音波、ＭＲＩ）を習得する。 

５．合併症妊娠についての基礎的知識を習得する。 

６．新生児（未熟児を含む）の生理を学び、新生児急性疾患を鑑別できる。 

７．異所性妊娠、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、ＨＥＬＬＰ症候群、羊水塞栓症、など産

科急性疾患について一般知識を習得するとともに、そのうち最低１例を経験すること
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が望ましい。 

◎ 婦人科 

１．婦人科診察法を習得する。 

２．婦人科手術法の基礎を習得する。 

３．婦人科疾患・生殖医療についての一般知識と治療法の基礎を習得する。 

４．婦人科画像診断法（超音波、ＣＴ、ＭＲＩ）の基礎を習得する。 

③ 研修内容 (方略)(ＬＳ) 

産科および婦人科の各病棟医長のもと、各研修医担当の主治医とともに患者を受け持つ。 

１．産科の分娩取扱い、指導医と主治医担当(正常分娩３例 合併症分娩３例)  

産科超音波画像診断法を指導医と実施する（２０例）。 

２．外来診察の研修指導医の診察、妊婦健診、生殖医療センター外来に立会う。 

３．指導医とともに主治医として病棟患者を受け持つ（１０例）。 

４．婦人科画像診断(ＭＲＩ,ＣＴ,超音波)、（２０例）、内視鏡検査（診断）の（５例）研修   

５．産科手術の主治医と、手術に立会う（２例）。 

６．婦人科疾患の主治医と、手術に立会う（３例）。 

    ７．体外受精、胚移植を見学する。 

④ 教育に関する行事 

月  午後５時～ ＮＩＣＵカンファレンス、腫瘍カンファレンス 

火  午前・午後 手術 

午後５時～ 手術後患者回診 

水  午後１時～ 研究カンファレンス（研究指導教官、大学院、研究担当者） 

   午後２時～ 回診 

午後３時～ 産科婦人科全体会議（◎ジャーナルクラブ ◎産科カンファレンス、◎

手術患者術前、術後総合カンファレンス ◎外来、入院患者カンファレ

ンス ◎画像診断、病理診断カンファレンス） 

金  午前・午後 手術 

午後５時～ 手術後患者回診 

⑤ 研修評価(ＥＶ) 

１．自己評価 

各科ローテーション終了後ＥＰＯＣへ入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣでの入力による評価を行う。 

 

指導医等 

主任教授：柴原 浩章 

教 授：澤井 英明      准教授：田中 宏幸    准教授：鍔本 浩志 

講 師：福井 淳史      講 師：原田 佳世子   学内講師：井上 佳代     

学内講師：坂根 理矢     助 教：脇本 裕     助 教：上田 真子     

助 教：浮田 祐司      助 教：森本 真晴 

 

研修実施責任者  

医局長：田中 宏幸 
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〔整形外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

整形外科は小児から高齢者における、外傷、慢性障害、スポーツ障害など Quality of life に

かかわる幅広い分野を対象とするもので、内科と同様にプライマリケアの最も基本となる臨床領

域であり、特に General Physicianを目指す臨床研修医には必須の研修必要項目と考える。四肢

運動器の外傷（特に骨折、捻挫、靭帯損傷、骨粗鬆症に伴う骨折）や慢性疾患の診断、処置、治

療等他科では経験できない症例を研修することができる。診療領域が多岐にわたるため上肢、下

肢、脊椎、腫瘍と各グループをそれぞれローテーションして研修することにより幅広い専門知識

を身につけることができる。また当院の特徴であるスポーツ整形外科領域においては各種スポー

ツのトップアスリートのスポーツ障害の治療から復帰までのリハビリテーションについて経験す

ることができる。実際の診療の場ではマンツーマンで参加し、診断、処置、治療、手術に実り多

い研修ができる。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

整形外科の基礎的な知識と技術を習得し、診断、治療における問題解決の能力と臨床的な技

能、態度を身につける事を目標とする。さらに、交通事故やスポーツ外傷に対して救急診療や

処置が適切に行えるようになることを目指す。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

（１）医師としての基本姿勢の取得 

（２）整形外科の基本的診察法の習得  

（３）整形外科の基本的検査法の手技と読影の習得  

（４）整形外科の基本的疾患の理解（病態、治療法）  

（５）整形外科の外科的手術手技の習得  

（６）整形外科領域の基礎研究の理解 

行動目標（ＳＢＯ） 

１．外来診療 

１）鑑別診断を念頭においた適切な問診を行い、診療録に記載する。 

２）Ｘ線検査などの画像検査の指示を適切に行う。 

３）指導医の診察、患者さんへの説明、実際の治療を見学する。 

４）外来での簡単な創処置や、骨折に対するギプスやシーネ固定の手技を学ぶ。  

２．入院診療 

１）指導医とともに主治医として患者を受け持つ。 

２）術前評価、手術計画、インフォームドコンセントをどのようにして行うか学ぶ。 

３）術後管理や術後のリハビリテーションの実際を学ぶ。  

３．手術 

１）手術助手として手術に立ち会う。 

２）糸結び、創縫合、簡単な腱縫合や骨接合などの手技を学ぶ。  

４．救急診療 

１）救急患者が来院した場合は指導医と実際の診療にあたる。 
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２）創処置、骨折、脱臼の整復、固定などの初期治療を体験する。 

３）外傷に対する decision makingを行う能力を養う。  

５．カンファレンス 

１）術前・術後カンファレンスに参加して症例のプレゼンテーションを行う。 

２）退院サマリー・種々の証明書の記載の方法について学ぶ。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．研修医のみ対象のカンファレンス 

毎週１回、研修医のみに対象に勉強会を実施している。内容については、整形外科疾

患全体 慢性疾患・外傷・スポーツ外傷）などの診断および治療についての知識の整理

を行うために施行している。 

２．阪神地区カンファレンス 

２か月に一度の頻度で、近隣の関連病院と症例の問題点についてカンファレンスを行

っている。 

３．それぞれの専門分野別のカンファレンス 

脊椎外科・上肢・下肢の専門分野に分かれて、研修医が理解しておくべき事項につい

て学ぶ。 

④ 教育に関する行事 

月 8:15～9:00   術前症例カンファレンス 

火 8:00～9:00   術後症例カンファレンス ショートレクチャー 

  17:00～18:00    グループカンファレンス 

木 8:15～9:00   術前症例カンファレンス 

     14:00～15:30  関節造影、脊椎造影の実際と診断法の演習 

          17:00～18:00    グループカンファレンス 

金 8:00～8:45   教授病棟回診 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１. 自己評価 

ＥＰＯＣを入力する。 

２. 指導医による評価 

ＥＰＯＣへの入力状況、診療チームでの勤務状況を評価する。 

３．看護師による評価 

ＥＰＯＣを用いて、看護師からの評価を行う。 

 

 

指導医等 

（脊椎） 

講 師：橘 俊哉  圓尾 圭史 

助 教：楠山 一樹 

（関節） 

主任教授：吉矢 晋一    

准教授：福西 成男    

助 教： 柏 薫里  中山 寛  諸岡 孝俊  奥野 真起子 
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（腫瘍） 

教 授：麩谷 博之     

（手） 

助 教：高木 陽平  大井 雄紀 

 

研修実施責任者  

講 師：圓尾 圭史 
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〔形成外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

形成外科に関する基礎的知識および技術の習得に必要な研修を行う。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

将来の専攻科にかかわらず形成外科の医療全体の中での位置を理解し、知識、技能を身につ

ける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．形成外科手術の術野を準備する。  

２．形成外科手術の基本的なデザインを考察。  

３．形成外科的な皮膚縫合の習得。  

４．術後のガーゼ交換および創評価を行なう。  

５．手術記録の記載を行なう。  

６．基本的な形成外科専門用語を理解し、術前、術後カンファレンスのプレゼンテーション

を行なう。  

③ 研修内容（ＬＳ） 

１．術野の作成 形成外科術前診察、検査、説明  

２．基本的なデザインの考察  

３．形成外科的皮膚縫合法  

４．術後ドレッシング  

５．術後ガーゼ交換  

６．手術記録、診療カルテ、退院サマリーの記載  

７．カンファレンス  

８．形成外科抄読会 

④ 教育に関する行事 

月 初診、再診、病棟診察 

火 初診、再診、病棟診察 

水 初診、再診、教授回診、症例検討会、抄読会  

木 初診、再診、病棟診察 

金 初診、再診、手術、病棟診察 

土 初診（隔週）、病棟診察 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

研修終了時、研修指導医が達成度を評価する。 

 

指導医等 

主任教授：垣淵 正男    教授：西本 聡    准教授：河合 建一郎    

講師：曽束 洋平   助 教：藤田 和敏 

研修実施責任者  

教授：西本 聡 
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〔脳神経外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   脳神経外科の基礎知識を修得するために、選択科目としての初期臨床研修を行う。２年間の初

期研修修了後、４年間の研修を継続して行うことにより、日本脳神経外科学会専門医認定制度に

おける認定医試験の受験資格を取得することができる。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

    代表的な脳神経外科疾患（脳腫瘍、脳卒中、頭部外傷など）を正しく診断して適切な初期治

療を行える能力を取得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

    １．意識レベルをすぐに正しく判定できる。（技能） 

    ２. バイタルサイン、身体所見を迅速に把握できる。（技能） 

    ３. 神経学的診察を実施できる。（技能） 

    ４．神経学的所見を評価できる。（解釈） 

    ５．基本的な治療手技を実施できる。（技能） 

    ６．状態に応じ適切な検査を指示することができる。（問題解決） 

    ７. 検査結果を理解できる。（解釈） 

    ８．検査結果から診断ができる。（解釈） 

    ９．回診で症例呈示ができる。（技能） 

    10. 診断に基づき手術適応を判断できる。（解釈）  

    11. 初期治療で用いる薬剤の選択ができる。（問題解決） 

    12. 簡単な手術で助手が勤められる。（技能） 

    13. 簡単な手術症例の術後管理が実施できる。（問題解決） 

    14. 患者・家族への分かりやすい初期説明ができる。（態度） 

    15. 病棟スタッフと良好なコミュニケーションができる。（態度） 

③ 研修内容（ＬＳ） 

１．１０人前後の入院患者を受け持ち、指導医、上級医のもと診療に参加する。 

２． 簡単な手術では助手、通常の手術では第２または第３助手として、手術チームに加わる。

３．カンファレンス、回診、抄読会に参加する。 

④ 教育に関する行事 

       １．モーニングカンファレンス (ただし木曜日は英語でのカンファレンス) 

       月曜日～金曜日 8時～9時 

２．抄読会 

       水曜日、木曜日  8時～8時半 

３．合同ニューロカンファレンス（神経内科と） 

         第３週の木曜  18時～19時 

     ４．画像カンファレンス（放射線科と） 

       月、火、金曜日 8時から （モーニングカンファレンスの中で） 

     ５．脳卒中カンファレンス（神経内科と） 
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       月、金曜日 8時から （モーニングカンファレンスの中で） 

６. ハート、ブレインカンファレンス (循環器内科と) 

2ヶ月に 1度の水曜日 18時から 

７．病理カンファレンス 

         不定期 

  ⑤ 研修評価（ＥＶ） 

     １．自己評価 

        研修医手帳へ経験症例を記入しＥＰＯＣを入力する。 

     ２．指導医による評価  

      研修医手帳の記入状況、ＥＰＯＣへの入力状況、行動目標達成度などを       

教授、指導医の合議で評価する。 

     ３．看護師による評価 

        ＥＰＯＣを用いて看護師からの評価を受ける。 

     ４．研修内容の評価  

        研修医により脳神経外科研修の評価をＥＰＯＣを用いて行う。 

 

指導医等 

  教授：吉村 紳一     講師：白川 学      講師：山田 清文 

助教：陰山 博人     助教：内田 和孝     助教：阪本 大輔 

助教：蔵本 要二     助教：高木 俊範       

 

研修実施責任者 

  助教：内田 和孝  
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〔皮膚科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

患者と接した時に初めに観察できる臓器は皮膚である。血液検査や画像診断が発達した現在に

おいては、皮膚から得られる情報はその重要性を忘れられがちであるが、皮膚症状から診断可能

な内臓疾患も多く、プライマリケアに重点をおいた臨床研修では重要な研修分野である。また疾

患の種類・患者数の多い点からも皮膚科は初期研修において習得すべき領域と考えられる。 

 

 【内容】 

 ① 一般目標（ＧＩＯ） 

一般臨床医として皮膚および可視粘膜に表れる症状を適切に判断して、その患者の診断治療

に速やかに対応できる皮膚科学的な知識、診断力、考え方と技能を身につける。 

  ② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．実際に患者に接して、皮膚科診察に特有の配慮・接遇を知る。 

    ２．発疹学を学び、原発疹・続発疹の臨床像を正しく表現できるようになる。 

    ３．基本的な皮膚科疾患(湿疹系疾患・アレルギー性疾患・感染症など)の臨床像を把握し診

断できるようになる。 

４．基本的な検査法(皮膚生検・真菌検査・パッチテストなど)を実施できるようになる。 

    ５．皮膚の病理組織の基本を学び、皮疹を組織学側面からも理解できるよう努力する。 

    ６．皮膚科治療で基本になるステロイド軟膏の使用法、副作用などを学び、実際に使用する。 

    ７．皮膚疾患の自然経過を学ぶ―特別な治療を行なわなくてもスキンケア・生活指導などで

良くなってくることを学ぶ。 

    ８．熱傷、皮膚潰瘍などの消毒、外用処置を指導医の指導を受けて行なう。 

    ９．紫外線療法・凍結療法・鶏眼処置などを見学して多様な皮膚科治療学を学ぶ。 

    10. 患者とその家族に対し、疾患とその治療法について、わかりやすい言葉で説明できるよ

うに努力をする。 

  ③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．外来診療 

     １）外来診察室で指導医の診療を見学し、病歴聴取・カルテ記載・症状説明・接遇を学ぶ。 

     ２）外来で実際に病歴聴取して予診を行なう。指導医の指導を得て診断・治療を行なう。 

      ３）皮膚生検・真菌検鏡・パッチテスト、凍結療法などを行ない、結果判定する。 

    ２. 病棟診療 

      １）指導医の下で担当医として、病歴聴取・診察を行ない、カルテ記載を行なう。 

      ２）指導医のもとで皮膚科治療・処置を学習する。 

      ３）回診・学習会など 

        外来が始まるまでに入院患者を回診する。 

④ 教育に関する行事 

火  13：30～ 回診 

火  16：30～ 術前検討会 

金  17：00～ 症例検討会 
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⑤ 研修評価（ＥＶ） 

 １．自己評価 

       ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣ への入力による評価を行う。 

３．看護師による評価 

       ＥＰＯＣを用いて、看護師からの評価を行う。 

４．研修内容の評価 

        研修医による研修科の評価をＥＰＯＣを用いて行う。 

 

指導医等 

主任教授：山西 清文  准教授：夏秋 優  講 師：伊藤 孝明  講 師：今井 康友       

講 師：中川 登  助 教：山本 雅章   助 教：永井 諒 

 

研修実施責任者 

講 師：中川 登 
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〔泌尿器科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

当科では、泌尿器科疾患の教科書的な知識だけではなく、臨床に直結する知識および技術を修

得することを目的として研修を行っている。そのため、上級医の指導のもとに、外来、病棟、手

術室などいずれの状況においても、研修医が医療の重要なスタッフとして積極的に臨床に参加で

きる体制をとっている。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

    泌尿器および男性生殖器に発生する先天性・後天性の疾病、外傷などの基礎知識を修得し、

病態に応じた診療計画を立案する事ができるようにする。実際の臨床において医療面接・検査・

診断・治療を柔軟かつ的確に施行できる技術を修得する。さらに、他科の内科系・外科系の医

師および看護師をはじめとするメディカルスタッフと円滑にコミュニケーションをとることに

より、泌尿器科疾患のみならず広い分野の疾病に対応する診療能力とチーム医療の重要性とそ

の実際を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．医療制度の知識：診療を通じてわが国の医療制度を理解する（解釈） 

２．患者に対して誠意のある医療面接やインフォームドコンセントができる（態度） 

３．泌尿器科スタッフ、他の医療スタッフと良好なコミュニケーションをとることができる

（態度） 

４．泌尿生殖器の先天性疾患、腫瘍、炎症、機能障害、結石など各疾患の診断に必要な検査

を述べることができ、オーダーすることができる（知識） 

５．検査（血液尿検査、画像診断、病理検査、ウロダイナミックスタディ、など）の結果を

正しく判断し、的確に疾患や状態を診断できる（知識） 

６．泌尿器科の一般的な処置・検査（膀胱尿道鏡、逆行性尿路造影、カテーテル造影、ウロ

ダイナミックスタディ、など）ができる（技能） 

７．泌尿器科の救急処置・検査（腎瘻造設、膀胱瘻造設、縫合止血、など）ができる（技能） 

８．泌尿器科の基本的な手術・検査（経尿道的手術、尿路内視鏡的結石手術、前立腺生検、

腎生検、など）ができる（技能） 

９．泌尿器科の高度な手術（腹腔鏡下手術、ロボット支援手術、尿路変向術、腎移植術など）

の実際を理解しチームの一員として診療にあたる事ができる（解釈・技能） 

10．最新の英文学術雑誌の抄読会に参加し、内容が理解できる（解釈） 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：On the job training (ＯＪＴ)  

１．外来、病棟において患者を指導医とともに受け持ち、インフォームドコンセント、検査

オーダーの仕方、検査結果の解釈を学ぶ。 

２．１年次においては外来、病棟、手術室における検査・処置・手術の介助、２年次におい

ては基礎的な検査・処置・手術の術者を経験する。 

３．症例カンファレンス、病理カンファレンス、回診に参加する。 
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ＬＳ２：勉強会・カンファレンス  

１． 症例カンファレンス 

手術・重症症例の症例提示と診断および治療法の検討を行い、全手術症例の術後検討

も行う。 

２． 病理カンファレンス 

手術・生検症例の病歴提示と病理標本により診断および治療法の検討を行う。 

３． 放射線科合同カンファレンス 

放射線科医と合同で画像診断および放射線治療・放射線学的インターベンション治療

について重点的に議論し、治療指針とする。 

４． 腎移植カンファレンス 

腎移植術前の症例検討会でドナー・レシピエントの評価と治療法の検討を行う。 

５． 抄読会 

①スタッフによる英文学術論文の提示、研究成果報告の検討に参加する。 

②手術ビデオの勉強会。 

③各種疾患の診療ガイドラインの勉強会。 

④ 教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

１．症例カンファレンス 

月・水・金曜日 7時 30分～ 

２．病理カンファレンス 

月曜日 17時 30分～ 

３．放射線科合同カンファレンス 

水曜日 8時 0分〜 

４．教授回診 

水曜日 8時 30分～ 

５．手術日 

月曜日、水曜日、金曜日 

６．Ｘ線検査 

火曜日 9時～（終日） 

７．前立腺生検、移植腎生検 

       月曜日、木曜日、金曜日（午後）、土曜日（午前） 

８．抄読会 

火曜日 18時 30分～ 

９．腎移植カンファレンス 

移植前症例カンファレンス：月 2〜3回 木曜日 17時 

⑤ 研修評価(ＥＶ)  

１．自己評価 

      ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

      ＥＰＯＣ への入力状況、診療チームでの勤務状況の評価を行う 
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指導医等 

  主任教授：山本 新吾     教  授：野島 道生      准教授：兼松 明弘 

  講  師：鈴木  透     講  師：呉  秀賢       

助  教：橋本 貴彦  助  教：山田 祐介      助 教：中西 裕佳子 

 

研修実施責任者  

  教  授：野島 道生 
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〔眼科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

眼科専門医をめざす医師はもちろん、他科を選択する医師にも必要な知識、検査、診断、治療

技術を習得する。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ）   

一般臨床医として眼科疾患患者のプライマリ・ケアが適切に行えるようになるため、基本的

臨床能力を習得し、検査、診断、治療が速やかに行える眼科的知識、診断力、思考力、技能を

身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯｓ）   

１．問診の仕方を習得し、重要な眼科疾患の可能性を考える事ができる。 

２．眼球、眼球付属器、眼窩の解剖を理解する。 

３．視路の解剖、病変について理解する。 

４．視力、視野、色覚、屈折検査を理解、実施できる。 

５．眼位・眼球運動が診察でき、両眼視機能が理解できる。 

６．基本的眼科診察（細隙灯顕微鏡、眼底検査、眼圧検査）ができる。 

７．眼科特殊検査（蛍光眼底造影、超音波検査、光干渉断層計等）の結果を評価できる。 

８．眼科疾患の診断と治療方法を理解する。 

９．眼科顕微鏡手術の基本手技を習得し、助手ができる。 

10. レーザー治療の基礎を理解し、適応が分かる。 

11. 眼科救急疾患の診断、プライマリ・ケアを習得する。 

12. 点眼薬を含めた眼科治療薬の基礎的な知識を習得し処方できる。 

13. 点眼、洗眼、結膜下注射、異物除去、涙嚢ブジー等の眼科処置ができる。 

14. 眼感染性疾患の診断、治療法を習得する。伝染性疾患の予防ができる。 

15. 眼科疾患と全身疾患との関連を理解し、他科との連携が取れる。 

16. 患者、家族に病状説明、インフォームドコンセントが実践できる。 

17. 視覚障害者が抱える日常的・社会的問題への理解を深める。 

18. チーム医療を理解し、コメディカルと適切なコミュニケーションが取れる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ）   

１．手術症例を含む入院患者を受け持ち、指導医と基本的眼科診察（細隙灯顕微鏡、眼底検

査、眼圧検査）を行い、所見記載、処置、処方等を行う。 

２．可能な限り外来では眼科特殊検査（蛍光眼底造影、超音波検査、光干渉断層計等）の実

施に努め、その結果を指導医と検討する。 

３．各種専門外来（角膜、網膜硝子体、糖尿病、斜視弱視、緑内障、神経眼科、ロービジョ

ン等）の様々な疾患を側視鏡、モニターで学び、診断技術を経験する。 

４．指導医のもとに白内障手術の洗眼・消毒、ドレーピング、麻酔など手術の流れを学び、

助手として手術に参加する。 

５．救急疾患（急性閉塞隅角緑内障、外傷、網膜動脈閉塞、網膜剥離等）の病歴聴取、救急

処置、手術等を指導医と行う。 
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④ 教育に関する行事 

１．カンファレンス：新入院患者の症例提示と診断、手術を含めた治療の検討を行う。入院患

者の全症例提示と、治療内容、術後経過の検討。 

２．回診：入院患者の細隙灯顕微鏡・眼底所見のモニター像観察、担当医としての症例説明。 

３．レクチャー：指導医によるテーマ別講義。 

４．ウエットラボ：豚眼を用いての模擬白内障手術（マイクロサージェリー）。  

５．研究会：地方学会および全国学会への参加。 

＜週間スケジュール＞ 

１．カンファレンス  

月曜日および金曜日 17 時～ （８号館５階カンファレンス室） 

２．回診 

金曜日 15 時 30 分～ （10号館 6階病棟） 

⑤ 研修評価（ＥＶ）   

１．自己評価 

       ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価 

       ＥＰＯＣ入力状況を用いて評価を行う。 

 

指導医等  

主任教授：五味 文      教  授：池田 誠宏     准教授：木村 亜紀子 

講 師：木村 直樹      講 師：石川 裕人            

講 師：細谷 友雅      講 師：増田 明子     助 教：田片 将士     

助 教：中村 由美子      

  

研修実施責任者  

助 教：中村 由美子 
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〔耳鼻咽喉科・頭頸部外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   当科では将来耳鼻咽喉科、気管食道科を標榜する医師のための基礎的な研修を行う。大きく分

けると耳科学、鼻科学、神経耳科（平衡）学、頭頸部腫瘍学の４つのグループに分かれ、それぞ

れが質の高い医療を提供している。特に耳科手術件数は全国の大学病院の中でトップである。こ

れらの４つの分野を万遍なく研修することができる。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

１．難聴、耳鳴、めまい、嗅覚障害、味覚障害に対する検査を理解し、その基本的治療法を

身につける。 

２．中耳炎、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、咽頭炎など頻度の高い炎症性疾患の処置を中心

とした治療法を身につける。 

３．耳鼻咽喉科、頭頸部外科の手術を通じて、基本的な手術手技を身につける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. 額帯鏡を用いて耳、鼻、のどの所見をとることができる。 

２．検査（聴力、嗅覚、味覚、平衡機能）の目的、内容を理解し、その結果を評価すること

ができる。 

３．耳、鼻の単純レントゲン検査の評価ができる。 

４．基本的な耳鼻咽喉科疾患の診断ができる。 

５．ファイバースコープを用いて鼻腔、咽喉頭の所見をとることができる。 

６. 炎症性疾患の重症度と緊急度が判断できる。 

７．基本的な耳鼻咽喉科、頭頸部外科の解剖を理解し、ＣＴ、ＭＲＩ検査を読影することが

できる。 

８．指導医等のもと、鼓膜切開、口蓋扁桃摘出、支持喉頭鏡下声帯ポリープ切除、気管切開

などの基本的な外科的処置が実施できる。 

９. 長時間手術や基礎疾患のある患者さんの術後全身管理を行うことができる。 

10. 患者さんとのコミュニケーションを十分にとり、インフォームドコンセントに基づいた

医療を実施することができる。 

11. 社会人としてのマナーを磨き、コメディカルとも円滑に仕事を遂行することができる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

ＬＳ１：指導医等のもと、病棟、外来業務を通じて耳鼻咽喉科一般外来に必要な検査、診断、

治療の能力を高める。 

ＬＳ２：指導医等のもと、手術で助手を務めることで、基本的手術の適応、目的、原理を理

解し、手術手技を習得する。 

ＬＳ３：指導医等のもと、簡単な手術の執刀を務めることで手術手技のレベルアップを図る。 

ＬＳ４：勉強会、カンファレンス 

１．術前カンファレンス：新入院患者の症例提示と診断、術式の検討を行う。 

２．腫瘍入院カンファレンス：頭頸部癌患者の治療方針、術式などの検討を行う。 

３．ミニレクチャー：各グループの指導医等によりテーマ別に講義を行う。 
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④ 教育に関する行事 

１．術前カンファレンス  

火曜日 16：30～   カンファレンス室 

２．腫瘍外来カンファレンス  

火曜日 15：00～   耳鼻咽喉科外来 

３．腫瘍入院カンファレンス  

金曜日 16：30～   ９階東病棟面談室 

４．医局会、抄読会  

火曜日 17：30～   カンファレンス室 

５．ミニレクチャー  

適時各グループより カンファレンス室、9階東病棟面談室 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価：ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医等による評価：ＥＰＯＣへの入力状況、勤務状況を評価する。評価には耳鼻咽喉

科作成の評価表を用いる。 

３．看護師による評価：ＥＰＯＣでの評価を行う。 

 

指導医等 

  主任教授：阪上 雅史     教  授：三代 康雄    准教授：都築 建三       

講  師：寺田 友紀     講  師：任 智美     講  師：桂 弘和 

講  師：宇和 伸浩      講  師：大田 重人 

 

研修実施責任者 

  講  師：寺田 友紀 
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〔放射線科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

当科では放射線診断、ＩＶＲ、放射線治療の各分野に放射線専門医及びＩＶＲ学会専門医・放

射線腫瘍学会認定医の有資格者が指導医となり個々の指導にあたり、教授が最終的に統括する。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

各種疾患を有する患者に対して、画像診断（核医学・ＰＥＴを含む）、ＩＶＲ、あるいは、放

射線治療の適応を理解し、放射線科内外の医療スタッフと連携する姿勢を学ぶ。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．各種画像診断法の撮像原理を理解する。  

２．各種画像診断の適応を理解する。 

３．核医学・ＰＥＴ診断の基礎を理解する。 

４．画像解剖を理解する。 

５．造影剤についての基本知識を有し、副作用に対処できる。 

６．読影レポートの基本と役割を理解できる。 

７．頻度の高い疾患について鑑別疾患を挙げられる。 

８．超音波検査、消化管造影を指導下に実施できる。 

９．患者および医療従事者の放射線被曝のリスク低減に配慮できる。 

10．医師、技師、看護師などのコメディカルと連携し、チーム医療できる。 

11. 放射線治療の基本的原理を理解できる。 

12．悪性腫瘍に対する放射線治療の適応を理解できる。 

13. 悪性腫瘍を有する患者に対する面接の仕方を理解できる。  

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．放射線業務はすべてスタッフの指導の下に行う。 

２．各種ＩＶＲの適応の判定を術前カンファレンスで行う。 

３．画像診断は消化管造影、腎尿路系造影、ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影、核医学・ＰＥＴ画像

の読影を行う。 

４．放射線治療学の基礎として、放射線生物学を履修する。放射線治療計画の概念と治療効

果判定のための画像診断の基礎を学ぶ。 

５．三次元放射線治療計画、ＲＡＬＳ、治療用ＣＴ、を経験。 

６．外来、入院患者管理（放射線科病棟） 

④ 教育に関する行事（方略）（ＬＳ）    

月  18：00～19：00  医局会・抄読会・症例検討会 

   16：30～17：00  放射線治療計画検討会 

       16：30～17：00  小児画像診断カンファレンス 

       18：00～19：00  腹部画像診断・ＩＶＲカンファレンス 

    火  18：00～19：00  呼吸器治療カンファレンス 

    水  18：00～19：00  神経放射線カンファレンス 

       17：00～18：00  放射線治療カンファレンス 
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 木  8：15～ 8：50   病棟回診・症例検討会  

 金  16：30～17：30  高精度放射線治療計画症例検討会 

⑤ 研修評価（ＥＶ）  

１．自己評価 

ローテーション終了後、２週間以内にＥＰＯＣ へ入力する。 

２．指導医による評価 

ＥＰＯＣでの入力による評価を行う。  

３．看護師による評価 

病棟師長によりＥＰＯＣ入力により評価を受ける。  

４．研修医による研修科の評価 

研修医がＥＰＯＣを用いてプログラムを評価する。  

 

指導医等 

主任教授：山門 亨一郎     教 授：上紺屋 憲彦     准教授：石藏 礼一 

  准教授：安藤 久美子      准教授：北島 一宏      講 師：山野 理子 

  助 教：小林 薫         助 教：冨士原 将之     助 教：高木 治行   

 助 教：髙田 康弘            助 教：若田 ゆき      助 教：加古 泰一 

 

研修実施責任者  

教 授：上紺屋 憲彦 
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〔ＩＣＵ〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

外科系、内科系に関わらず様々な分野の重症患者を管理し、「重症患者における恒常性の維持」

を目的とした治療を中心に行っている。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

全身管理における様々な治療法や手技を指導医のもとで習得してもらう。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１. 重症患者の病態を病理学的、生理学的に理解する。 

２. 重症患者の病状把握、原因解明、治療計画、臨床経過観察および治療ができる。 

３. 多臓器不全の病状把握、原因解明、治療計画、臨床経過観察ができる。 

４. 循環不全、呼吸不全、体液異常などに対する診断と治療計画を立てることができる。 

５. 感染症の診断と治療計画（抗菌療法など）を立てることができる。 

６. 重症病態治療薬剤の適応、投与法、副作用について述べることができる。 

７. 救急蘇生法の手技に習熟し処置が確実に行える。 

８. 人工呼吸法や人工呼吸器の原理、作動法が熟知できる。 

９. 静脈内点滴やエコーガイド下に中心静脈カテーテルの挿入が行える 

10. 気管挿管が行える。 

11. 各種モニター機器、治療機器の作動原理について理解し安全かつ適切に使用できる。 

12. 血液浄化の適応と管理について述べることができる。 

13. 重症患者、家族の心理的、社会的状況を理解し、適切な人間関係を構築する。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１. ベッドサイドでの実践的治療を指導医のもと診療に参加する。 

２. 毎日のカンファレンスに出席する。 

④ 教育に関する行事 

<カンファレンス・症例検討会等> 

7 時 30分～8時 00分 各科主治医との症例カンファレンス（病態評価、治療方針決定） 

8 時 00分～ 麻酔科カンファレンスに出席 

8 時 15分～9時 00分当直医から日直 ICU専従医間の申し送りと症例カンファレンスに参加 

9 時 00分～ベッドサイドにおける他職種との回診、回診終了後に ICTとのカンファレンス 

適宜 医局会、症例カンファレンス 

また、学会発表、研究会発表、論文発表を行ってもらう。 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

EPOCを入力する。 

 

指導医等 

主任教授：西 信一 講師：竹田 健太 助教：堀 直人 助教：大橋 直紹 助教：井手 岳        

研修実施責任者 

講師：竹田 健太 
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〔リハビリテーション科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   臨床研修の理念は『プライマリケアの基本的な診療能力を身につける』ことであり、『プライマ

リケア』の重要な概念である『包括性』の中にリハビリテーション医療の必要性が明記されてい

る。したがって臨床研修システムの中でリハビリ医療を学ぶ事は、包括的全人的に患者を診る目

を養うために役立つものである。当院では研修期間中に基本的なリハビリ医療の技能や知識を全

国でも数少ない専任リハビリ専門医の指導の下に体得する事ができる。 

 

【内容】 

① 一般目標 (ＧＩＯ) 

    リハビリ医療の中で医師としての役割を実際に果たしながら、医師に必要な態度・技能・知

識を体得していく。 

② 行動目標 (ＳＢＯ) 

１．全人的な患者の理解（解釈） 

２．チーム医療（ＰＴ, ＯＴ, ＳＴ各療法士を含む）の実践（態度） 

３．ＱＯＬ（Quality of life）を考慮に入れた総合的な管理計画への参画。（問題解決） 

４．患者・家族への適切な指示、指導（技能） 

５．医療の持つ社会的側面の重要性の理解（解釈） 

６．障害の理解 

評価できる（技能） 

リハビリを行う（問題解決） 

③ 研修内容（方略） (ＬＳ) 

ＬＳ１：On the job training（ＯＪＴ） 

１．他科依頼患者の診察や外来患者の診療に係わる 

２．脳損傷、骨関節疾患など主要なリハビリ対象疾患の病態と治療の理解 

３．予後予測・ゴール設定と治療計画、リハビリ処方などリハビリ医療の基本 

４．兵庫医科大学リハビリテーション科チャートシステムによる基本的リハビリ診療の修得 

ＬＳ２：経験する疾患 

    脳疾患（脳卒中、脳腫瘍など）、脊髄損傷などの脊髄疾患、関節リウマチなどの骨関節疾患、

脳性麻痺などの小児疾患、神経・筋疾患、切断、呼吸器・循環器疾患、悪性腫瘍、末梢循環

障害などと幅広い領域 

ＬＳ３：学会発表のための症例研究 

    指導医とスタッフの指導により症例研究をまとめ、学会や研究会での発表。 

ＬＳ４：勉強会・カンファレンス 

１．新患カンファレンス 

スタッフの一員として、他科依頼患者について療法上の問題点とリスクマネージメント

を検討し合う場に参加する。 

２．装具診 

ＱＯＬ・各種障害に対して、担当療法士と医師、患者・家族全員で最適な装具を検討し

合い処方する機会に参加する。 
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３．ＶＦカンファレンス 

嚥下障害の機能的障害に対して、誤嚥の有無、訓練効果や今後の訓練方法、食事方法や

食形態を医師と言語療法士にて検討し合う。 

４．症例検討会 

現在訓練中の患者での問題点や今後の方針について医師と全療法士で症例を提示しな

がら、検討する会に参加する。 

５．抄読会・リサーチミーティング 

最近の文献紹介や研究成果の検討にスタッフの一員として参加する。 

６．病棟カンファレンス 

スタッフの一員として、病棟で他職種の主治医と看護師、当部の担当療法士とでの検討

会に参加する。 

７．先端リハビリテーション医学研究会 

リハビリテーションについて、学術的発表会に参加する。 

８．ＢＹＯＣ（関連病院との症例検討会） 

多病院のリハビリ医師との症例提示をついての交流会に参加する。 

④ 研修に関する行事 

指導医等の許可のもとで研究会、学会に参加する 

＜週間スケジュール＞ 

1. 新患カンファレンス 

木曜日 8：30～ 

 2. ＶＦ検査 

火曜日 13：30～ 

 3. 装具診 

火曜日 15：30～ 

 4. ＶＦカンファレンス 

火曜日 15：00頃～ 

       5. 脳卒中カンファレンス 

        火曜日 16：30〜 

       6. 脳卒中回診 

        水曜日 8：30〜 

 7. 筋電図検査 

水曜日 14：15～ 

 8. 症例検討会 

水曜日 16：15～ 

 9. 抄読会・リサーチミーティング 

水曜日 16：30頃～ 

             10. 嚥下回診 

         金曜日 16：20〜 

 11. ワーキングランチ（医師のみの抄読会またはテーマを決めた勉強会） 

        月曜日（1/1～2週） 12：15～13：15 

 12. 病棟カンファレンス 

月曜日・木曜日・金曜日 13：30～ 
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 13. 先端リハビリテーション医学研究会で症例報告 

土曜日 年４回 

 14. ＢＹＯＣ（関連病院との症例検討会） 

       3ヶ月に１回 

⑤ 研修評価(ＥＶ) 

１．自己評価 

ＥＰＯＣを入力する 

２．指導医等による評価 

ＥＰＯＣへの入力状況について評価を行う 

３．研修内容の評価 

研修医による指導医等の評価を用いて行う 

 

指導医等 

  主任教授：道免 和久    講 師：児玉 典彦     助 教：山下 泰治  

助 教：内山 侑紀     助 教：宮部 由利      

 

研修実施責任者 

  主任教授：道免 和久 
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〔病理診断科〕 

研修の特徴と内容 

 【特徴】 

  病理診断科では、臨床各科から提出される病理組織材料・細胞材料の診断を行い、外科系各科

からの術中迅速診断に対応し、また臨床各科から依頼される病理解剖を行っている。このため病

理診断科の研修では、ほとんどすべての診療科にまたがった幅広い疾患について経験できうると

いう特徴がある。各診療現場において病理診断がどのような位置づけにあり、どのように診療に

貢献しているのかを目の当たりにできる。これは、病理医を志すものだけでなく、将来他科を目

指すものにとっても有意義なものと考えられる。 

 

【内容】 

① 一般目標 

各種病理診断を診断や治療に活用できるように、生検・手術材料の組織診断、細胞診、術中

迅速診断、病理解剖という主要な病理業務の内容・手技を理解し、実際に病理診断業務に参加

することで、診療現場における病理診断の位置づけや重要性について理解する。 

  ② 行動目標 

１．病理組織標本の作成手順を説明できる。 

２．細胞診標本の作成手順が説明できる。 

３．術中迅速病理組織診断標本の作成手順が説明できる。 

４．手術材料の肉眼所見の取得を適切に実施できる。 

５．手術材料の切り出し方について説明できる。 

６．手術材料の切り出しを適切に実施できる。 

７．基本的な病理組織標本の診断を適切に実施できる。 

８．病理組織診断書を適切に作成することができる。 

９．基本的な細胞診標本の診断を適切に実施できる。 

10. 細胞診検査報告書を適切に作成することができる。 

11. 各科との術前術後カンファレンスにおいて適切な病理所見の説明ができる。 

12. 病理解剖を行うにあたり必要な書類について説明ができる。 

13. 病理解剖を行うにあたり遺体および遺族に対する配慮ができる。 

14. 病理解剖の基本的な手技を実施できる。 

15. 病理解剖における肉眼所見の取得を適切に実施できる。 

16. 病理解剖報告書を適切に作成することができる。 

17. 剖検症例の臨床病理検討会において病理所見について適切に説明できる。 

③ 研修内容 

１．病理組織標本・細胞診標本・術中迅速病理組織診断標本の作成手順について臨床検査技師

が実際に行っている作業を見学し、説明を受ける。 

２．上級医の手術材料の切り出し作業に同席し、肉眼所見の取得や実際の手術材料の切り出し

方について説明を受け、十分に理解できた段階でその指導のもとに肉眼所見の取得や実際

の手術材料の切り出しを行う。 
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３．上級医から基本的な病理組織診断の考え方・手法について説明を受けると共に、実際に自

らも病理組織診断書を作成して上級医から指導を受け、さらに指導医からそのチェックを

受ける。 

４．細胞検査士から基本的な細胞診断標本の見方について説明を受けると共に、実際に自らも

細胞診標本を検鏡し、上級医および指導医からそのチェックを受ける。 

５．各科との術前術後カンファレンスに出席して上級医の病理所見の説明方法を学び、十分に

それが理解できた段階で上級医・指導医の指導のもとに自らも病理所見の説明を行う。 

６．病理解剖を行うための準備について上級医から説明を受け、実際に病理解剖の実施に立ち

会って基本的な手技を見学し、自らも病理解剖を実施する。標本の切り出しを上級医と一

緒に行い、病理解剖報告書を作成する。上級医・指導医から内容に関して指導を受け、そ

の指導のもとに剖検症例の臨床病理検討会において病理所見について説明する。 

④ 教育に関する行事 

  月 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖

抄読会、泌尿器病理合同カンファレンス、上部消化管合同セミナー 

   火 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖

乳腺合同セミナー 

水 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖

病理解剖症例検討会 (Clinicopathological conference)、大腸癌合同セミナー 

 木 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖 

金 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖

皮膚臨床・病理セミナー 

  土 １・３週は指導医による組織診・細胞診材料の診断指導、手術材料の切り出し、病理解剖 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

２．指導医による評価 

３．臨床検査技師・細胞検査士からの評価 

４．研修内容の評価 

 

指導医等 

 主任教授：廣田 誠一      教 授：中正 恵二      講 師：松田 育雄 

講  師：井出 良浩      講 師：中込 奈美      助 教：土田 泰昭 

 

研修実施責任者    

主任教授：廣田 誠一 
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〔内視鏡センター〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   内視鏡センターは、内視鏡を用いた診断と治療を行う診療部門であり、消化器内科、肝胆膵内

科、呼吸器内科、肝胆膵外科、上部消化管外科、下部消化管外科、呼吸器外科、放射線科、救命

救急センターの協力を得て運営されている。上部消化管（食道・胃・十二指腸）、小腸、下部消化

管（大腸）、胆膵、気管支、胸腔の内視鏡検査を、それぞれの専門分野の医師が担当している。日

本消化器内視鏡学会の日本呼吸器内視鏡学会の認定施設であり、各学会の指導医・専門医・を中

心に検査・治療がなされている。 

   センターでは、拡大内視鏡、細径内視鏡、超音波内視鏡、画像強調内視鏡（NBI）、カプセル内

視鏡、ダブルバルーン内視鏡などの最新の内視鏡機器を積極的に取り入れ、常に精度の高い内視

鏡診断と治療を提供できるように努力している。また、内視鏡技術の向上に伴い、内視鏡を用い

た幅広い治療が行えるようになっており､消化管出血の内視鏡的止血術、消化管早期癌の内視鏡的

治療（APC、EMR、ESD、APC など）、食道胃静脈瘤の内視鏡治療（EIS、EVL など）、総胆管

結石の内視鏡的治療（EST、EPBD）、胆管閉塞に対する内視鏡的ドレナージ術（ENBD、ERBD、

ステント）、消化管ポリープの内視鏡的切除（polypectomy、EMR）、消化管拡張術など、通常の

観察内視鏡のみならず、治療内視鏡の占める割合が増加している。これらの検査、処置を集中し

て経験することにより、内視鏡診療に対する理解を深め、技術を習得する。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

消化器内科領域（上部消化管、下部消化管、肝・胆・膵）の臓器特性を理解する。 

内視鏡関連機器の特性を理解する。 

消化器内視鏡による検査、処置の適応を理解し、診断法及び治療法を修得する。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．患者を全人的に理解し、患者やその家族と良好なコミュニケーションがとれる。患者の

プライバシーや医療安全に配慮できる。 

２．指導医や同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれ、チーム医療の

重要性を理解できる。 

３．内視鏡検査・処置の準備、洗浄方法等を習得する。 

４．内視鏡検査・処置の必要性、方法、危険性を理解し、説明できる。 

５．消化器内視鏡検査に指導医と参加し、検査の実際を経験し習得する。 

６．消化器内視鏡検査の所見を理解し、治療方針を立てることができる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．指導医、上級医のもと上部（下部）内視鏡検査を行う。 

２．指導医、上級医のもと内視鏡処置に参加する。 

３．内視鏡カンファレンスに参加し、画像の見直し、検討を行う。 

４．外科合同カンファレンスに参加し、診断、治療法の検討を行う。 

④ 教育に関する行事 

１．内視鏡カンファレンス（毎日 17：00～指導医との検討会）内視鏡室 

２．消化器内科・外科合同カンファレンス（月曜日：20：00～）カンファレンス室 
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３．内科合同カンファレンス（第２、４週 月曜日：17：30～）講義室 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価 

   ＥＰＯＣ入力にて研修目標の到達度を自己評価する。 

２．指導医による評価 

   ＥＰＯＣ入力の状況をチェックし、指導医から到達度の評価をＥＰＯＣへ入力する。 

３．研修内容の評価 

   研修医がＥＰＯＣを用いて研修科を評価する。 

 

指導医等 

主任教授：三輪 洋人  

講 師：應田 義雄 

助 教：田村 彰朗 

助 教：會澤 信弘 

  

研修実施責任者 

講 師：應田 義雄 
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内視鏡センター 週間予定表 

 

  午 前 午 後 症例検討会 備 考 

月 

上部内視鏡検査 内視鏡処置 17：30～（第 2、4 週）   

（ルーチン検査） （大腸ポリペクトミー） 内科合同カンファレンス   

   
20：00～（第 1、3 週） 

上部消化管外科合同 
  

    カンファレンス   

    内視鏡カンファレンス   

       

火 

上部内視鏡検査 内視鏡処置 内視鏡検討会   

（ＥＵＳ、精査） （胃・食道ＥＳＤ）    

  （バルーン拡張等）     

        

        

        

水 

下部内視鏡検査 内視鏡処置 内視鏡検討会   

（ルーチン検査） （大腸ＥＳＤ） 19:00～（第 2週）   

カプセル内視鏡検査 （大腸ポリペクトミー） 下部消化管外科合同   

  （大腸ＥＭＲ） カンファレンス   

       

        

木 

上部内視鏡検査 胆・膵内視鏡 内視鏡検討会   

（ＥＵＳ、精査） （ＥＲＣＰ）     

 （ＥＳＴ、ＥＰＢＤ）     

       

        

        

金 

上部内視鏡検査 小腸内視鏡検査 内視鏡検討会   

（ルーチン検査） （ダブルバルーン内視鏡）     

        

        

        

        

土 

上部内視鏡検査       

（経鼻内視鏡）       
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[超音波センター（消化器・腹部）] 

【研修の特徴】 

  消化器（腹部）超音波検査は、肝胆膵領域の臓器に留まらず消化管や腎臓・婦人科領域など急性

腹症をはじめとする初期診療に重要な画像検査である。近年 CTなどを中心に画像検査の進歩は著し

い。しかし地域医療や急性期疾患の一次医療を考えると超音波検査による初期診断の重要性は揺る

ぎない。被爆もなく簡便に診断から治療までの過程を医師自身でできることは重要である。 

 研修の早い段階から超音波診断に触れ、超音波検査の実際を体験し超音波に関する知識を身につ

ける。まずは正常の解剖学的知識に加え消化器・腹部領域を中心とした幅広い疾患の病理病態との

関連を学ぶ。1ヶ月後の到達目標は、消化器疾患に対するスクリーニング技術の習得とする。 

 

【内容】 

① 一般目標（GIO） 

消化器・肝胆膵・骨盤領域の臓器特性を理解し超音波を通じて解剖病態を理解する。 

② 行動目標（SBO） 

1.患者を全人的に理解し患者やその家族と良好なコミュニケーションがとれる。患者のプライバ

シーや医療安全に配慮ができる。 

2.指導医や同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれ、チーム医療の重要性

を理解できる。 

3.超音波検査の準備等を習得する。 

4.超音波検査の必要性、方法、危険性を理解し、説明できる。 

5.腹部超音波検査に指導医と参加し、検査の実際を経験し習得する。 

6.腹部超音波検査の所見を理解し、診断し治療方針を立てることができる。 

③ 研修内容（方略）（LS） 

1.指導医、上級医のもとに超音波検査を行う。 

2.超音波センターカンファレンスに参加し、画像の見直し、検討を行う。 

3.外科合同カンファレンスに参加し、診断、治療方針を立てることができる。 

④ 教育に関する行事 

1.超音波カンファレンス（毎週火曜日 17:30～18:30）超音波センター 

毎週火曜日に一週間の症例を振り返り、血液生化学検査、造影 CT、MRI、手術所見などとの対比

をしながら全員で検討する。カンファレンスの最後には持ち回りで、消化器肝胆膵疾患領域に関

してのトピックスや最新情報などについての抄読会も行う。 

2.肝胆膵内科・放射線科・外科合同カンファレンス（週 1回）外科カンファレンス室 

3.病理合同カンファレンス（月 1 回、隔週水曜日、病理カンファレンス室）を行い、超音波診断

と組織の関連等について学ぶ。 

⑤ 研修評価（EV） 

Ⅰ自己評価  

研修医が研修目標の到達度を自己評価し、EPOC入力する。 

Ⅱ指導医による評価  

指導医が研修医の EPOC入力の状況をチェックし、到達度の評価を EPOCへ入力する。 

Ⅲ臨床検査技師による評価  

臨床検査技師が研修医を評価し、EPOC入力する。 
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Ⅳ研修内容の評価  

研修医が研修内容を評価し、EPOC入力する。 

 

【指導医】 

教授：飯島 尋子     講師：西村 貴士    

 

【問い合わせ先】  

超音波センター：飯島 尋子 

TEL：0798-45-6111(内線 6316)  E-mail: hiroko-i@hyo-med.ac.jp 
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〔感染制御部〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

感染対策に関する基礎的知識の習得に必要な研修を行う。 

 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

将来の専攻科にかかわらず感染制御部の医療全体の中での位置を理解し、知識、技能を身に

つける。 

② 行動目標（ＳＢＯ） 

１．病院内で問題となっている耐性菌を理解する。 

２．抗菌薬適正使用の基礎知識を習得する。 

３．多剤耐性菌に対する感染対策を実践する。 

４．チーム医療について経験する。 

５．重症感染症患者管理について習得する。 

６．基本的な感染症の専門用語を理解し、カンファレンスのプレゼンテーションを行なう。  

③ 研修内容（ＬＳ） 

１．集中治療病棟でのカンファランス 

２．一般病棟での抗菌薬ラウンド 

３．多剤耐性菌発生時の介入、対策の指示 

４．抗菌薬コンサルテーション時の対応 

５．血液透析、持続的血液ろ過透析患者における抗菌薬投与設計 

６．Therapeutic drug monitoring (TDM)の指示とその解釈のディスカッション 

７．経験した感染症治療サマリーの入力 

８．カンファレンス  

９．抄読会 

④ 教育に関する行事 

月から土（隔週）：午前 ICUラウンド、午後一般病棟ラウンド 

火、木：各病棟、外来の環境ラウンド 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

研修終了時、研修指導医が達成度を評価する。 

 

指導医等 

主任教授：竹末 芳生      

講 師：中嶋 一彦   

   

研修実施責任者  

講 師：中嶋 一彦  
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〔臨床検査科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

   臨床検査が診断や治療に必要欠くべからざるものであることは国も明言しており、その正しい

理解はすべての臨床医にとって必須である。当施設は日本臨床検査医学会認定研修施設であり（日

本臨床検査医学会は専門医制度の基本領域学会の１つです）、臨床検査のベーシックを学ぶこと

が出来るのみならず、専門医研修の一部をカバーしているため検査専門医を目指す研修医にとっ

てはスムーズに研修プログラムに移行できるという特徴を有する。 

 

【内容】 

①  一般目標（ＧＩＯ） 

臨床検査（血液や尿などを対象とする検体検査と心電図などの人体・生理機能検査）に関す

る基本的な知識と技能を修得し、臨床検査が安全かつ適切に実施できるよう管理し、医療上有

用な検査所見を医師、患者に提供できる医師になること。 

②  行動目標（ＳＢＯ） 

臨床検査医学は非常に幅広い学問領域と関連している。本プログラムでは、どの臨床領域に

おいても必要となる臨床検査の基礎を理解し、基本的な手技をマスターする。また、検査結果

の適切な解釈の基本を学ぶ。 

③ 研修内容（ＬＳ） 

１． 尿定性試験、尿沈渣検体の作成とその判定が出来る 

２． 血液像標本作成、Wright-Giemsa 染色が出来る 

３． 血液・骨髄標本の検鏡が出来る 

４． 各種検体の保存方法を理解できる 

５． スパイログラムの実施、評価ができる 

６． 心電図（１２ 誘導）の実施、診断ができる 

７． 負荷心電図の実施、判定、緊急時の対応が出来る 

８． 動脈血ガス分析、実施・評価が出来る 

９． 微生物塗抹標本作成およびグラム染色が出来る 

１０． 適切な培地の選択が出来る 

１１． 人間ドックの検査結果を適切に判断し説明することが出来る 

④ 教育に関する行事 

臨床検査部内カンファレンス、英文抄読会、遺伝カウンセリング、 

RCPC（Reversed Clinico-Pathological Conference）など 

⑤  研修評価（ＥＶ） 

研修終了時、研修指導医が達成度を評価する。 

 

指導医等 

主任教授：小柴 賢洋   准教授：宮﨑 彩子   講師：正木 充 

 

研修実施責任者  

准教授：宮﨑 彩子 
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〔兵庫医科大学ささやま医療センター〕 

【研修の特徴と内容】 

   兵庫医科大学「ささやま医療センター」は、地域の身近な医療を提供する大学病院として他に

例がないという特徴を持っています。紹介状がなく受診できる大学病院の特徴を生かし、自然な

疫学で受診する多様な初期診療を経験します。この特徴を生かし外来研修を重視します。救急外

来だけでなく一般外来で診療を担当し、経験症例を振り返りカンファレンスを行います。省察的

実践家 reflective practitioner としてすべての臨床医に求められる Generality を身に付けて

行きます。へき地医療拠点病院として篠山市立東雲診療所、後川診療所、草山診療所、今田診療

所などに医師派遣を行っており、へき地医療の研修も可能です。篠山キャンパスには、リハビリ

テーションセンターや老人保健施設、居宅サービスセンターが併設されており、地域包括ケアの

研修が可能です。内科（総合診療科、循環器科、呼吸器科、消化器科）、外科、整形外科、産婦人

科、小児科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科で構成されている地域総合医療学講座の

メンバーで「ささやま医療センター」の診療・教育・研究を行っています。非常設科としては神

経内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科が診療しており、地域総合

医療学で地域医療の研修中も専門領域の研修や多様な専門医の指導を受けながら地域医療で必要

な包括医療を経験します。 

   兵庫医科大学病院および兵庫医療大学との連携を深めながら、総合診療専門医だけではなくあ

らゆる領域別専門医に必要な Generality研修を提供し、総合診療専門医や内科、外科をはじめと

する専門医の資格を取ったり、学位を取得したりできるような教育プログラムを作成しています。 

 

【教育に関する行事】 

（地域総合医療学） 

 毎日 早朝カンファレンス 経験症例振り返りカンファレンス 

 在宅医療研修各診療科の研修と調整しながら実施します 

 

（内科） 

総合診療科、循環器科、消化器科、呼吸器科の各グループに一定期間属し、内科的疾患の病態

と治療および種々の検査に関して研修を積む。 

指導医の下、外来診療を行い、総合診療研修を実践する。 

水、金  内科および救急疾患レクチャーと症例発表および勉強会。病棟患者のカンファレン

スと回診 

 

（小児科） 

毎日   8:15～ 病棟回診、カンファレンス 

月    午前  一般外来  午後  慢性外来 

火    午前  一般外来  午後  慢性外来 

水    午前  一般外来  13:00～ カンファレンス、勉強会、抄読会 

     その他：帝王切開立会い、夜間の小児２次輪番 

木    午前  一般外来  午後  予防接種 

金    午前  一般外来  午後  乳児検診 

他、乳幼児健診（3ヶ月に 1回）、丹波小児科医会 

 

（整形外科） 
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月 8:30～ カンファレンス   9:00～ 手術又は外来   15:00～ 病棟回診 

  17:00～ カンファレンス 

火 8:30～ 病棟回診      9:00～ 手術又は外来 

水 8:30～ 病棟回診      9:00～ 手術又は外来 

木 8:30～ 病棟回診      9:00～ 手術又は外来 

金 8:30～ 病棟カンファレンス 9:00～ 外来又は手術    14:00～ 病棟処置 

 

（産婦人科） 

月 9:00～ 外来  13:00～ 手術 

火 9:00～ 病棟  13:00～ 総回診  16:00～ 産科カンファレンス 

水 9:00～ 外来  13:00～ 病棟又は特殊検査  15:00～ 抄読会 

木 9:00～ 総回診 13:00～ 病棟  16:00～ 周産期カンファレンス 

金 9:00～ 外来  13:00～ 病棟又は手術  16:00～症例検討会 

 

 （放射線科） 

         午前                      午後 

月 ＣＴ、ＭＲ検査                  血管造影検査、ＩＶＲ 

火 ＣＴ、ＭＲ検査                  ＣＴ、ＭＲ検査 

水 ＣＴ、ＭＲ検査                  ＣＴ、ＭＲ検査 

木 ＣＴ、ＭＲ検査                  ＣＴ、ＭＲ検査 

金 ＣＴ、ＭＲ検査                  ＣＴ、ＭＲ検査 

 

（リハビリテーション科） 

月 9:00～ 外来  13:00～ 装具診 

15:00～ 筋電図検査 

火 9:00～ 外来  13:00～ 病棟 

水 8:30～ チームミーティング  9:00～ 外来  13:00～ 病棟 

木 8:30～ 入院患者カンファレンス  9:00～ 往診  

     13:30～ 嚥下造影検査 

金 9:00～外来  13:00～病棟 

 

（救急） 

    月～金 救急・総合診療外来 
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【アクセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お車の場合（丹南ささやま医療センター篠山口方面からの場合）】所要時間：約 15分 

・舞鶴若狭自動車道丹南篠山口 IC出口交差点を左折してしばらく直進後、『北』交差点を左折し、 

 そのまま直進する。 

 篠山城跡の堀の横を通り過ぎて、「スーパーフレッシュさとう」の角を左折する。 

 

【公共交通機関の場合】所要時間：約 20分 

・福知山線「篠山口駅」下車。西口出口へ出て、バス停 2番乗り場より神姫バス「篠山営業所行」 

に乗車する。「二階町」バス停で下車後、徒歩で約 5分。 

 

【生活・食事・宿舎】 

○生活 

・駐車場あり（駐車場所は指定させていただきます） 

・売店あり（営業日：年中無休、営業時間：平日 8：00～19：00 ／ 土・日・祝 9：00～15：00） 

・クリーニングは院内で依頼可能 

・インターネット使用可（図書室または医局内に閲覧用 PCを設置） 

・敷地内は全面禁煙 

 

○食事 

・昼食のみ職員食あり 

・当直業務の際は、昼・夜・翌朝に検食あり 

 

○宿舎 

・職員宿舎完備（ワンルーム） 
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指導医等 

内 科 病院長：片山 覚 

特任准教授：有井 融  助 教：近藤 秀行  助 教：山崎 博充（循環器科） 

助 教：奥川 卓也（消化器科） 

助 教：大搗 泰一郎（呼吸器科） 

助 教：越智 史浩 

外  科 助 教：河合 孝、平田 晃弘 

小 児 科 教 授：奥田 真珠美  助 教：峰 淳史  

産婦人科 特任教授：池田 義和 

整形外科 准教授：岡山 明洙  

放射線科 講 師：井上 淳一 

リハビリテーション科 講 師：和田 陽介 助 教：篭島 瑞穂  助 教：金田 好弘 

麻 酔 科 助 教：恒遠 剛示  

 

研修実施責任者  

病院長：片山 覚 
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〔兵庫医科大学ささやま医療センター 地域医療プログラム〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

兵庫医科大学「ささやま医療センター」は、人口１１万人の丹波圏域（篠山市４万人、丹波市

７万人）の兵庫県中部の盆地にある病院で、地域の基幹病院として地域医療に取り組んでいます。

へき地医療拠点病院に指定されており、行政、医師会、地域の病院・診療所や公設のへき地診療

所、介護事業所などと協力し合って、地域医療連携の輪を機能させています。高齢化が進んでお

り、寝たきりや認知症症例も少なくないので、在宅医療や往診医療の充実が望まれています。「さ

さやま医療センター」では一次及び二次救急をはじめとする急性期診療を行い、併設しているリ

ハビリテーションセンターとささやま老人保健施設では在宅復帰支援と在宅維持支援を行ってい

ます。また「ささやま医療センター」医師を市のへき地診療所に派遣しており、地域における在

宅医療の推進に貢献しています。「ささやま医療センター」では内科系診療科を細分化せずに、総

合診療・家庭医療科として一括し、さらに各専門診療科との協力によって、診療科の垣根を撤廃

した全人的医療を目指して診療にあたるとともに、家庭医療学と地域に根ざした臨床研究も行い

ながら全人的医療が実践できる医師の養成・教育を行っています。ここでの研修は急性期から慢

性期までの幅広い症例を、患者中心の全人的医療として経験できるため、兵庫医科大学の医学生、

兵庫医療大学の薬学部・看護学部・リハビリテーション学部の学生の臨床実習も行われています。 

また、今日の地域医療や高齢者医療においては医療と介護が大きな両翼になっていることから、

臨床医としては医療保険制度のみならず介護保険制度を理解し、現状と問題点を把握しておく必

要があります。併設されている「ささやま老人保健施設」にて、包括的ケアサービス施設、リハ

ビリテーション施設、在宅復帰施設、在宅生活支援施設、地域に根ざした施設という基本理念を

理解し、実際にケアチームの一員として実践することでチーム医療の重要性と医師の役割につい

ての理解が深まります。 

【内容】 

① 一般目標（ＧＩＯ） 

緊急を要する急性疾患や慢性疾患の急性増悪、外傷をはじめ、日常の管理を要する慢性疾患

などの多彩な病態を有する患者に対して全人的医療を実践するために、地域医療に求められる

知識・技術・姿勢を身につける。老人保健施設での研修は、地域医療における急性期医療から

回復期医療、在宅医療までを一連として経験し、高齢者診療を学ぶ。 

② 行動目標（ＳＢＯｓ） 

１．地域における疾病構造、医療需要、地域連携医療について説明できる。 

２．へき地ならびに支援者のいない状況で診断治療が行える。 

３．プライマリケアを実践できる。 

ａ．バイタルサインや身体所見を迅速に把握できる。 

ｂ．疾患や病態に応じた適切な診療が行える。 

ｃ．患者家族を取り巻く環境を理解し、全人的医療が行える。 

ｄ．小児科および産科婦人科の基本的な診療が行える。 

ｅ．外科、整形外科、リハビリテーション科、介護老人保健施設における基本的な診療

が行える。 

ｆ．地域の医療機関との連携が行える。 

ｇ．介護保険制度を理解し、介護事業所との連携が行える。 
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４．栄養管理法を実践できる。 

ａ．入院患者の栄養管理が行える。 

ｂ．在宅経腸栄養法、在宅経静脈栄養法などの在宅栄養管理が行える。 

ｃ．高齢者や慢性呼吸器障害（COPD）患者などの特殊な病態における栄養管理を説明で

きる。 

５．介護支援業務、老人保健施設でのサービスを実践できる。 

③ 研修内容（方略）（ＬＳ） 

１．チームの一員として、指導医および上級医の指導下に入院患者の診療を行う。 

２．カンファレンスおよび診療部長回診に参加する。 

３．超音波検査のような非侵襲的検査および内視鏡検査のような侵襲的検査法を経験する。 

４．内科外来・救急外来・小児科外来・産科婦人科外来（分娩も含む）・当直帯において、複

数の疾患を抱える患者の診療を、指導医とともに行う。 

５．外科、整形外科、リハビリテーション科、介護老人保健施設における診療を経験する。 

６．在宅栄養療法を経験する。 

７．へき地診療を経験する。 

８．病病連携、病診連携を通じ、患者の目線に立った地域連携医療の完結を実践する。 

９．チームの一員として、指導医および上級医の指導下に臨床実習学生の指導を行う。 

10．ささやま老人保健施設にてケアチームの一員としてケアを実践する。 

④ 教育に関する行事 

  １．１ヵ月は内科（総合、循環器、消化器、呼吸器） 

  ２．１ヵ月は常設科より選択が可能。具体的スケジュールは選択科の予定に従う。 

＜週間スケジュール＞ 

１． 医局会/症例検討会/抄読会：第２月曜日 17:00（可能なら第１月曜日も行う） 

２． ミニプレゼンテーション：毎木曜日 17:00 

⑤ 研修評価（ＥＶ） 

１．自己評価：研修医手帳へ症例を記載し、ＥＰＯＣを入力する。 

２．指導医による評価：研修医手帳への記入状況、ＥＰＯＣへの入力状況、診療チームでの

勤務状況を評価する。 

３．看護師による評価：ＥＰＯＣを用いて、看護師側からの評価を加味する。 

４．研修医相互による評価：研修医同士で評価をし合い、お互いの問題点の解決をはかる。 

５．受け持ち患者による評価：全人的医療実践の評価の参考にする。 

 

指導医等 

内 科 病院長：片山 覚 

特任准教授：有井 融  助 教：近藤 秀行  助 教：山崎 博充（循環器科） 

助 教：大搗 泰一郎（呼吸器科） 

助 教：奥川 卓也（消化器科） 

助 教：越智 史浩 

外  科 助 教：河合 孝、平田 晃弘 

小 児 科 教 授：奥田 真珠美  助 教：峰 淳史  

産婦人科 特任教授：池田 義和 

整形外科 准教授：岡山 明洙  
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放射線科 講 師：井上 淳一 

リハビリテーション科 講 師：和田 陽介 助 教：篭島 瑞穂  助 教：金田 好弘 

麻 酔 科 助 教：恒遠 剛示  

 

研修実施責任者  

病院長：片山 覚 
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〔ささやま医療センター 内科部門〕 

【研修の内容と特徴】 

内科は、総合診療・家庭医療科でプライマリ・ケアを習得するため、基本的な臨床研修を広く

行う。「ささやま医療センター」にはリハビリテーションセンターや老人保健施設が併設されてお

り高齢者の社会復帰の取り組みや在宅医療に関する研修も行う。また、循環器科、呼吸器科、消

化器科の専門医が在籍し、より専門的な研修を行う事も可能である。  

 

【研修の実際】 

① 一般目標(ＧＩＯ)  

医師としての人格を形成し、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・ケアと

しての内科の基本的な診療能力としての態度、技能、知識を身につける。 また、高齢者診療の

特徴を理解し知識と技能を身につける。 

② 行動目標(ＳＢＯｓ)  

（１）基本的診察法を習得する。具体的には面接技法、全身の診察（頭部、頚部、胸部、腹部、

骨、関節、筋肉系、神経系）ができる  

（２）基本的検査法を自ら実施でき、結果を解釈できる。具体的には、検尿、検便、血算、出

血時間、血液型判定、交差適合試験、動脈血ガス分析、心電図などである。  

（３）基本的検査を選択、指示し結果を解釈できる。具体的には血液生化学的検査、血液免疫

学的検査、肝機能検査、腎機能検査、内分泌学的検査、細菌学的検査（喀痰のグラム染

色を含む）、髄液検査、止血機能検査、胸腹部単純 X 線検査、超音波検査、造影Ｘ線検

査、Ｘ線ＣＴ検査、ＭＲＩ検査などである。  

（４）基本的手技を経験する。具体的には滅菌、消毒、簡単な局所麻酔外科手技、注射（皮内、

皮下、筋肉）、点滴、静脈確保、採血法、穿刺法（腰椎、胸腹腔内、骨髄）、導尿、浣腸、

気管内挿管、レスピレーター装着などである。  

（５）基本的治療を実施する。具体的には薬剤の処方、輸液、輸血、抗生剤の使用、副腎皮質

ステロイド薬の使用、抗免疫療法、抗腫瘍剤、中心静脈療法、経腸栄養法などである。 

（６）救急処置法を経験する  

（７）緩和医療の治療管理ができる。  

（８）医療の社会的側面に対応できる。  

（９）各種医療関係者と協力し、情報交換できる。  

（10）文書記録、診療計画作成と管理ができる。  

（11）剖検やＣＰＣに参加する。  

③ 研修内容（方略）(ＬＳ)  

ＬＳ１：On the job training(ＯＪＴ)  

・総合診療・家庭医療科として患者を受け持ち、上級医とともに、患者のケアにあたり、それ

ぞれの疾患についての知識を深め、検査手技・治療法を習得する。  

・ 受け持ち患者の内科学的所見の変化を把握する。  

・ 回診に参加する。 



150 

 

・ 副直として、当直業務に参加する。 

ＬＳ２：カンファレンス  

・ 受け持ち患者に関してプレゼンテーションを行う。 

・ 研修医教育に関する行事に参加する。 

 

【教育に関する行事】 

内科全体 

毎週水曜日と金曜日 15 時から内科合同カンファレンス 

   研修医が中心となる症例報告と上級医によるミニレビュー 

 

 【研修評価(ＥＶ)】  

１．自己評価  

・研修到達手帳に症例や経験した症状を記載する。  

  ・ローテーション期間内（最終月の 25 日まで）にＥＰＯＣでの入力を行う。  

２．指導医による評価  

・ＥＰＯＣでの入力を行う。  

３．看護師による評価  

・ＥＰＯＣを用いて看護師長の評価を受ける。 

 

指導医等 

病院長：片山 覚 

特任准教授：有井 融  助 教：近藤 秀行  助 教：山崎 博充（循環器科） 

助 教：奥川 卓也（消化器科） 

助 教：大搗 泰一郎（呼吸器科） 

助 教：越智 史浩 

 

研修実施責任者 

病院長：片山 覚 
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〔ささやま医療センター 救急部門〕 

【研修の内容と特徴】 

篠山市を中心とした救急患者の受け入れを通じて、地域医療で求められる救急対応能力の修得を

目指す。救急部門の研修は三次救急医療機関で実施されることが多いが、わが国の救急統計からは

救急搬送された患者のうち重症は１割であり、残りの９割は軽傷～中等症である。地域医療で遭遇

する救急患者の多くは後者に属しており、三次救急医療機関での研修ではその対応能力を身につけ

ることは難しい。救急医療における重症患者と中等症患者では初療時の対応手順が大きく異なるの

で、三次救急だけでは実際に多数を占める救急患者への対応能力が身についたとは言い難い。ささ

やま医療センターの救急搬送患者統計をみると全国統計と同じ割合を示しており、ささやま医療セ

ンターでの救急研修は地域医療における救急研修の場としてもっとも適切といえる。 

 

【研修の実際】 

GIO 

地域医療における救急患者の実態を理解して、患者背景に配慮しつつ、地域のニーズに即した救

急診療を行う能力を修得する。 

 

SBOs 

１．初診・救急患者の迅速な医療面接ができる。 

２．初診・救急患者の身体診察が短時間で実施できる。 

３．初診・救急患者の診療計画を立案できる。 

４．初診・救急患者の診療結果を説明できる。 

５．初診・救急患者の診療記録を POS に従って記載できる。 

６．救急患者の初療ができる。 

７．患者の緊急度・重症度を判断できる。 

８．頻度の高い救急病態を説明できる。 

９．専門医にコンサルテーションできる。 

10．CPAへの対応ができる。 

 

方略 

１．初診外来での医療面接、身体診察 

２．救急・時間外外来での救急患者診療 

３．内科症例検討会への参加 

４．内科病棟回診への参加 

５．内科病棟での実務研修 

 

評価 

１．評価シートによるコメディカルからの評価 

２．EPOC による評価 
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【教育に関する行事】 

入院症例検討会と回診。 

初診外来、時間外外来で医療面接、身体診察。 

病棟研修。 

原則として、救急搬入患者の診療を第一優先とする。 

 

指導医等 

地域救急医療学 特任准教授 有井 融 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔ささやま医療センター 外科部門〕 

【研修の内容と特徴】 

ささやま医療センター外科では、大学病院の外科系研修では通常経験する機会が少ない地域の第 1

線の病院ならではの日常生活に密着した種々の外傷や、動物（マムシなど）による咬傷、外科的感

染症や緊急処置を要する血気胸などを含め、四肢、体表、腹壁の小外科的疾患をはじめ、緊急手術

を要する急性虫垂炎や腸閉塞、消化管穿孔などの各種急性腹症や、胆石症、鼠径ヘルニア等の良性

疾患、胃癌、大腸癌を中心とした消化器悪性疾患と乳癌等を中心に多彩な疾患を経験することが可

能です。 

当科での研修を通じて、地域医療に求められる外科医としての幅広い知識と心構えを習得し、診

断に至るまでの検査計画と治療方針の立案および術前術後管理等を学んでいただきます。また、手

術にも助手として参加して、止血、切開、縫合等の基本的手技を習得でき、腹腔鏡手術もスコピス

トとして参加できます。さらに内科と連携して内視鏡検査や超音波検査などの習得も可能です。 

 

【研修の実際】 

① 一般目標（GIO） 

地域医療に必要とされるプライマリケアを重要視した外科医としての幅広い基本的知識と診療技

術を習得する。 

 

② 行動目標（SBO） 

 １．外科診療に必要な医療面接を実施し、身体所見が正しくとれ、診療録に記載できる。 

 ２．診断に必要な検査計画と治療計画を立案でき治療に参加できる。 

 ３．検査結果について正しく評価でき、重症度、緊急性が判断できる。 

 ４．清潔、不潔の区別ができる。  

 ５．基本的な外科的手技（止血、切開、結紮、縫合）ができる。 

 ６．外科手術に必要な解剖および病態生理について述べることができる。 

 ７．指導医や上級医、看護師とコミュニケーションをとり円滑なチーム医療ができる。 

 ８．検討会で受け持ち患者のプレゼンテーションができる。 

 ９．臨床的な問題点について文献等で検索し、解決できる。 

 10．医師として自己管理ができ円満な人間関係を構築できる。 

 

③ 方略（LS） 

 １．外来診察室および病棟で指導医の医療面接、診察、病状説明、接遇を学ぶ。 

 ２．検討会、病棟回診、外科内科合同カンファレンスに参加する。 

 ３．外科手術に第 2 あるいは第３助手として参加して基本手技を習得する。 

 ４．検討会で受け持ち患者のプレゼンテーションを行なう。 

 ５．上級医とともに画像診断を行なう。 

 

【教育に関する行事】 

①術後検討会：毎週月曜日の朝 8 時 00 分～8 時 50 分 

②術前検討会：毎週月曜日 

③外科内科合同カンファレンス：毎週金曜日の朝 8 時 00 分～8 時 50 分。 
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④医長回診：毎日 

⑤医局会：毎月第 2 月曜日の午後 5 時～ 新薬説明会、学会予行等。 

 

【研修評価】 

①自己評価：受け持ち症例をサマリーにファイルし、研修医手帳に記入し、EPOC へ入力する。 

②指導医による評価：受け持ち症例のサマリーの内容、研修医手帳の記入状況、EPOC の入力状況、

診療チーム内での勤務状況や勤務態度を参考に評価する。 

 

指導医等 

地域総合医療学 助教 河合 孝 

地域総合医療学 助教 平田 晃弘 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔ささやま医療センター 小児科部門〕 

【研修の内容と特徴】 

ささやま医療センター小児科では、大学病院とは異なり、プライマリケアを含め小児の一般診療

が研修できる。中でも感染症は外来・入院ともに症例数が多い。インフルエンザ、アデノ、RS、ヒ

トメタニューモ、ロタ、ノロウイルス、溶連菌、マイコプラズマ感染症などは迅速診断法も確立さ

れており、診療ができる。また、腹痛や頭痛など、小児がよく訴える症状の鑑別診断を実施するこ

とも小児科外来研修を通して習得することができる。入院は肺炎、気管支喘息、感染性腸炎などが

主であり、輸液管理や抗菌薬治療を学ぶことができる。産科サポートも小児科業務の１つであり、

母体合併症のある新生児（てんかん、糖尿病、バセドウ病合併妊娠など）や新生児黄疸の管理を習

得する。処置として、小児の採血や点滴ができることを目標とする。 

当科での研修を通じて、地域医療に求められる小児科医としての幅広い知識と心構え、「子どもの

総合診療医」、「子どもの代弁者」となる小児科医の姿勢を学んでいただきたいと考える。 

 

【研修の実際】 

① 一般目標（GIO） 

将来の専攻科にかかわらず、地域医療に必要とされるプライマリケアを重要視した医師としての

幅広い基本的知識と技術を習得する。 

 

② 行動目標（SBO） 

1. 小児科診療に必要な病歴を的確に聴取でき、身体所見が正しくとれ、診療録に記載できる。 

2. 患児および家族をとりまく環境を考慮し適切な対応ができる。（子どもに関する社会的な問題を認

識できる。） 

3. 小児の安全管理と事故防止対策、感染管理についての基本的知識を持ち、指導と行動ができる。 

4. 新生児から小児の成長と発達、検査の正常値などを理解し年齢に適した評価ができる。 

5. 新生児から小児に特有な疾患の病態を理解し、検査・治療計画を立てることができる。 

6. 小児の体重別・体表面積別の薬用量を理解し、基本的薬剤の種類と使用法の理解の上、処方箋・

指示書の作成ができる。 

7. 健診、予防接種の知識を持ち、家族に適切な指導ができる。 

8. 指導者のもとで小児の採血、点滴、皮下注射ができる。 

9. 検査結果について正しく評価でき、重症度、緊急性が判断できる。 

10. 指導医や上級医、看護師とコミュニケーションをとり円滑なチーム医療ができる。 

11. 医師として自己管理ができ円満な人間関係を構築できる。 

 

③ 方略（LS） 

1. 毎朝の症例検討と病棟回診に参加し、指導医の医療面接、診察、病状説明、接遇を学ぶ。 

2. 外来診療に参加し、指導医の医療面接、診察、病状説明、接遇を学ぶ。 

3. 健診、予防接種に参加し、指導医の医療面談、処置を学ぶ。 

4. 勉強会に参加し、小児科診療に必要な知識を習得する。 

 

 

 



156 

 

【教育に関する行事】 

毎日   8:15～ 病棟回診、カンファレンス 

  16:45～ 病棟回診、カンファレンス 

月    午前  一般外来  午後  慢性外来 

火    午前  一般外来  午後  慢性外来 

水    午前  一般外来  13:00～ カンファレンス、勉強会、抄読会 

      その他：帝王切開立会い、夜間の小児２次輪番 

木    午前  一般外来  午後  予防接種 

金    午前  一般外来  午後  乳児検診他、乳幼児健診（3ヶ月に 1回）、丹波小児科医

会 

 

【研修評価】 

①自己評価：受け持ち症例をサマリーにファイルし、研修医手帳に記入し、EPOC へ入力する。 

②指導医による評価：受け持ち症例のサマリーの内容、研修医手帳の記入状況、EPOC の入力状況、

診療チーム内での勤務状況や勤務態度を参考に評価する。 

 

指導医等 

地域総合医療学 臨床教授 奥田真珠美 

地域総合医療学 助教   峰 淳史 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔ささやま医療センター 産婦人科〕 

【研修の内容と特徴】 

 産科婦人科は周産期・腫瘍・生殖医療・女性医学を４つの柱としており、これらを総合的に研

修できるような体制作りを行っている。 

 周産期医療については地域の周産期病院として、ハイリスク妊娠・分娩に対して、小児科をは

じめ、他科と連携しつつ対応している。また、出生前診療外来を設けて、羊水検査などの出生前

遺伝学的検査を実施している。  

 腫瘍の領域では地域の病院として子宮、卵巣の悪性腫瘍を中心に、その早期診断と早期の治療

をおこなっており、外来化学療法にも力を入れている。また、麻酔科とともに地域と連携をとり、

緩和医療も推進している。  

 生殖医療については、一般不妊症の総合的原因検索及び排卵誘発、人工授精などの不妊治療を

行っている。  

  

【研修の実際】 

①一般目標（ＧＩＯ） 

  地域医療の中で実際にリハビリテーション科医師としての役割を果たしながら、医師に必要な態

度・技能・知識を習得する。 

 

②行動目標（ＳＢＯ）  

◎ 産 科  

１．産科診察法を習得する。  

２．妊娠・分娩・産褥の一般知識を学び、正常分娩を取り扱うことができる。 

３．産科手術法の基礎を習得する。 

４．基礎的な産科画像診断法（超音波、ＭＲＩ）を習得する。  

５．合併症妊娠についての基礎的知識を習得する。  

６．新生児（未熟児を含む）の生理を学び、新生児急性疾患を鑑別できる。  

７．異所性妊娠、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、ＨＥＬＬＰ症候群、羊水塞栓症、など産科急

性疾患について一般知識を習得するとともに、そのうち最低１例を経験することが望まし

い。  

◎ 婦人科  

１．婦人科診察法を習得する。  

２．婦人科手術法の基礎を習得する。 

３．婦人科疾患・生殖医療についての一般知識と治療法の基礎を習得する。  

４．婦人科画像診断法（超音波、ＣＴ、ＭＲＩ）の基礎を習得する。  

 

③研修内容 (方略)(ＬＳ)  

産科および婦人科の指導医のもと、各研修医担当の主治医とともに患者を受け持つ。  

１．産科の分娩取扱い、指導医と主治医担当(正常分娩３例 合併症分娩３例)  産科超音波画像

診断法を指導医と実施する（２０例）。  

２．外来診察の研修指導医の診察、妊婦健診、産科・産婦人科外来に立会う。  

３．指導医とともに主治医として病棟患者を受け持つ（１０例）。  
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４．婦人科画像診断(ＭＲＩ,ＣＴ,超音波)、（２０例）、内視鏡検査（診断）の（５例）研修    

５．産科手術の主治医と、手術に立会う（２例）。  

６．婦人科疾患の主治医と、手術に立会う（３例）。 

７．不妊外来・人工授精等を見学する。 

 

【教育に関する行事】 

  月 9:00～ 外来  13:00～ 手術 

  火 9:00～ 病棟  13:00～ 総回診  16:00～ 産科カンファレンス 

  水 9:00～ 外来  13:00～ 病棟又は特殊検査  15:00～ 抄読会 

  木 9:00～ 総回診 13:00～ 病棟  16:00～ 周産期カンファレンス 

  金 9:00～ 外来  13:00～ 病棟又は手術  16:00～症例検討会 

 

【研修評価】 

①自己評価：EPOCに入力する。 

②指導医評価：研修状況や態度、EPOCへの入力内容を参考に評価する。 

 

指導医等 

地域総合医療学 特任教授 池田 義和 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔ささやま医療センター 整形外科部門〕 

【研修の内容と特徴】 

ささやま医療センター整形外科では、大学病院の外科系研修では通常経験する機会が少ない地域

の基幹病院ならではの骨折など種々の外傷や、高齢化の進む丹波医療圏において変形性関節症や骨

粗鬆症、脊椎疾患などを中心に多彩な疾患を経験することが可能です。 

当科での研修を通じて、地域医療に求められる整形外科医としての幅広い知識と心構えを習得し、

診断に至るまでの検査計画と治療方針の立案および術前術後管理等を学んでいただきます。また、

手術にも助手として参加して、止血、切開、縫合等の基本的手技を習得することが可能です。また

リハビリテーションセンターも併設されておりリハビリテーション科医師、療法士との連携を通じ

当院で治療を完結できる過程も経験でします。 

 

【研修の実際】 

①  一般目標（GIO） 

地域医療に必要とされるプライマリケアを重要視した整形外科医としての幅広い基本的知識と診

療技術を習得する。 

 

② 行動目標（SBO） 

 １．整形外科診療に必要な、問診を実施し、身体所見を正しく取り、診療録に記載できる。 

 ２．診断に必要な検査計画と治療計画を立案でき治療に参加できる。 

 ３．検査結果について正しく評価でき、重症度、緊急性が判断できる。 

 ４．清潔、不潔の区別ができる。  

 ５．基本的な外科的手技（止血、切開、結紮、縫合）ができる。 

 ６．整形外科手術に必要な解剖および病態生理について述べることができる。 

 ７．指導医や上級医、看護師、理学療法士、作業療法士、言語療法士とコミュニケーションをとり

円滑なチーム医療ができる。 

 ８．検討会で受け持ち患者のプレゼンテーションができる。 

 ９．臨床的な問題点について文献等で検索し、解決できる。 

 10．医師として自己管理ができ円満な人間関係を構築できる。 

 

③ 方略（LS） 

 １．外来診察室および病棟で指導医の医療面接、診察、病状説明、接遇を学ぶ。 

 ２．検討会、病棟回診、看護部との合同カンファレンスに参加する。 

 ３．整形外科手術に第 2 あるいは第 3 助手として参加して基本手技を習得する。 

 ４．検討会で受け持ち患者のプレゼンテーションを行なう。 

 ５．上級医とともに画像診断を行なう。 

 

【教育に関する行事】 

①  術前検討会：毎週月曜日の朝 8 時 30 分～8 時 50 分 

②  術後検討会：毎週水曜日の朝 8 時 30 分～8 時 50 分 

③  看護部合同カンファレンス：毎週金曜日の朝 8 時 40 分～8 時 50 分 

④  部長回診：毎火曜 
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⑤  医局会：毎月第 2 月曜日の午後 5 時～ 新薬説明会、学会予行等 

 

【研修評価】 

①自己評価：受け持ち症例をサマリーにファイルし、研修医手帳に記入し、EPOC へ入力する。 

②指導医による評価：受け持ち症例のサマリーの内容、研修医手帳の記入状況、EPOC の入力状況、

診療チーム内での勤務状況や勤務態度を参考に評価する。 

 

指導医等 

地域総合医療学 准教授  岡山 明洙 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔ささやま医療センター リハビリテーション科〕 

【研修の内容と特徴】 

  リハビリテーションとは、単に訓練室で行う訓練を指すのではなく、「障害者の社会的統合を達成

するためのあらゆる手段を含む」と定義されている。したがって、臨床研修の中でリハビリテーシ

ョン医療を学ぶことは、全人的に患者を診る目を養うために重要である。当院は地域医療を提供す

る比較的規模の小さい医療機関でありながら、リハビリテーション科専門医が常勤している。その

指導の下でプライマリ・ケアの現場で求められるリハビリテーション医療を学ぶことができる。 

 

【研修の実際】 

①一般目標（GIO） 

  地域医療の中で実際にリハビリテーション科医師としての役割を果たしながら、医師に必要な態

度・技能・知識を習得する。 

②行動目標（SBO） 

１．全人的な患者の理解ができる。 

２．適切な医療面接、身体診察を行うことができ、障害を評価できる。 

３．脳卒中、骨関節疾患など主要なリハビリ対象疾患の病態と治療が理解できる。 

４．機能評価、予後予測、ゴール設定、リスク管理を踏まえ、適切なリハビリ処方ができる。 

５．QOL（Quality of life）を考慮に入れた総合的な管理計画への参画ができる。 

６．チーム医療（リハ療法士、看護師、MSW、栄養士を含む）が実践できる。 

７．医療の持つ社会的側面の重要性が理解できる。 

③方略（LS） 

LS１：On the job training (OJT) 

１．他科からのリハビリ依頼患者の診察、リハ処方を行う。 

２．指導医とともにリハビリ科入院患者を主治医として診療を行う。 

３．指導医とともに、嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査を行う。 

４．指導医とともに電気生理学的検査を行う。 

５．指導医の訪問診療に同行する。 

LS２：カンファレンス・勉強会 

１．以下のカンファレンスに参加する。 

   リハビリテーション科新患カンファレンス・リハ病棟カンファレンス・病棟回診・装具診・嚥

下カンファレンス 

２．BYOC（関連病院との症例検討会）に参加する。 

 

【教育に関する行事】 

１．装具診：毎週月曜日 13 時 

２．回診：毎週月曜日 14 時 

３．新患カンファレンス：毎週木曜日 8時 30分 

４．訪問診療：第２・４木曜日 9時 

５．嚥下内視鏡検査：毎週木曜日 13時、その他適宜実施 

６．嚥下造影検査：毎週木曜日 13時 30分 

７．嚥下カンファレンス：毎週木曜日 17時 
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８．神経伝導検査・針筋電図検査：適宜 

９．リハ病棟カンファレンス：月～金曜日 13時 30分（適宜参加） 

10．BYOC：3か月に 1回 

 

【研修評価】 

①自己評価：EPOCに入力する。 

②指導医評価：研修状況や態度、EPOCへの入力内容を参考に評価する。 

 

指導医等 

地域総合医療学 講師 和田陽介 

地域総合医療学 助教 篭島瑞穂 

地域総合医療学 助教 金田好弘 

 

研修実施責任者 

病院長 片山 覚 
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〔宝塚市立病院 消化器内科〕 

【研修内容と特徴】 

研修期間中に、消化器疾患に関する基本的知織と技能の習得を目標とする。 

１．消化器の各臓器の病態生理を把握し、疾患を理解する。 

２．消化器検査（上部、下部消化管造影、内視鏡、腹部エコー等）の技術の習熟と偶発症 

     の予防に努める。 

３．各検査読影、症例検討会に参加し、知識と理解を深める。 

４．消化器に関する講演会（研究会、セミナー、学会）へ積極的に参加し、知識の整理と 

最新の知見を習得する。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

３ヶ月間を１単位として研修する。３ヶ月ごとに４名まで受け入れる。 

２）病棟における研修 

内科系（消化器内科、内科、呼吸器内科、循環器内科）共同で協力して研修を実施する。従

って、当科の入院患者数名と他の内科系入院患者を同時に受け持つことになる。内科の基本

的な診察手順（医療面接、身体診察法）、基本的な臨床検査（採血、検尿、腹部超音波等）、

基本的治療法、医療記録、診療計画、消化器疾患に関する基本的知織と手技（胃管挿入、管

理等）の習得を指導する。 

３）外来における研修 

指導医と共に外来診療、特に基本的な診察手順を研修し、実際に点滴の患者さんの診療を行

う。救急患者診察、当直についても研修する。 

 

【教育に関する行事】 

月 午前 消化管内視鏡検査 

午後 病棟回診、内科外科合同カンフアレンス、感染症カンフアレンス症例検討会 

火 午前 内視鏡カンフアレンス・病理カンフアレンス・消化管内視鏡 

午後 内視鏡処置 

水 午前 消化管内視鏡・腹部エコー検査 

午後 病棟回診、症例検討会 

木 午前 病棟回診 

午後 病棟回診 

金 午前 消化管内視鏡・部長回診 

午後 内視鏡処置 

 

指導医等 

    副院長：阿部 孝   部長：宮﨑 純一  主任医長：柚木崎 紘司 

主任医長：李 兆亮   医長：田村 公佑   医長：山﨑 之良 

医員：菊地 珠希 

 

研修実施責任者 

  副院長：阿部 孝
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〔宝塚市立病院 循環器内科〕 

【研修内容と特徴】 

診断法としては心臓カテーテル、心血管エコー、核医学検査、電気生理学など、臨床検査とし

ては大学病院と同レベルの検査がすべて可能である。また冠動脈血行再建術（ＰＣＩ）も毎年１

００例以上行っており、急性冠動脈疾患への対応や外科との連携も万全であり、オンコール 24時

間体制で診療にあたっている。またＣＣＵ（４床）を持ち、急性期冠動脈疾患や重症の心不全の

診療をおこなっている。 

心エコー、核医学検査など非侵襲的な検査や緊急処置はすべて自分で施行し、判断できること

を目標とする。カテーテル検査やＰＣＩのように侵襲的な手技は指導医のもとで随時参加する。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

必修研修、選択研修ともに、３ヶ月間を１単位として研修する。３ヶ月ごとに２名まで受け

入れる。 

２）病棟における研修 

指導医との２人主治医制とする。患者への診療はすべて参加、あるいは自分で実施する。 

３）外来における研修 

処置室に救急搬送される患者が多いので、担当医と一緒に処置にあたる。 

 

【教育に関する行事】 

月  症例カンファレンス、勉強会、回診 

水  心筋シンチ読影 

木  心血管造影検査読影 

金  心血管外科との合同カンファレンス、心筋シンチ読影 

心エコー読影は毎日。 

 

指導医等 

    主任部長：宮島 透   部長：植田 充典  部長：櫻井 正人 

主任医長：小笠原 大介  主任医長：金子 明弘   

 

研修実施責任者 

  主任部長：宮島 透 
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〔宝塚市立病院 腎臓内科（血液浄化療法センター）〕 

【研修内容と特徴】 

腎臓内科が診療対象とする疾患は、糸球体病変、尿細管間質性病変、ネフローゼ症候群、水電

解質異常、急性腎不全、慢性腎不全、全身性疾患による糖尿病性腎症、ループス腎炎などがあげ

られます。腎臓がからだの中で果たしている役割を理解し、内科的腎疾患を診療する能力を養う

ことが研修の目的となります。日常の診療体制は、腎臓内科外来、人工透析室、入院病棟の三つ

に分かれており、これらの部署において、さまざまな腎疾患についての臨床的経験を重ねること

になります。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

    必修研修、選択研修ともに、３ヶ月間を１単位として研修する。３ヶ月ごとに１名まで受

け入れる。         

２）腎臓内科外来における研修 

外来における、問診、身体所見などのとり方、患者診療の方法を修練する。 

３）人工透析室における研修 

血液透析、腹膜透析、血漿交換、吸着療法、持続的緩徐式血液濾過透析など各種の血液浄化

療法の実際を経験し、それらの目的、方法、適応などを習得する。 

４）入院病棟における研修 

腎疾患入院患者を受け持ち、入院治療のあり方を経験、習得する。 

※ 臨床に即した腎疾患診療能力を総合的に身につける研修を行う。 

 

【教育に関する行事】 

月曜日 症例検討会 

水曜日 午後 病棟回診 

不定期 腎生検カンファレンス 

透析患者カンファレンス 

 

指導医等 

    診療部長：竹中 義昭 医長：川田 博昭 医員：高橋 祥子     

 

研修実施責任者 

    診療部長：竹中 義昭 
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〔宝塚市立病院 血液内科〕 

【研修内容と特徴】 

臨床医に求められる知識、技能、態度を身につけ、患者の診療に必要な臨床的能力を修得する。

患者の問題を全人的にとらえ、患者および家族との良い人間関係が確立できるよう強める態度を

身につける。 

当科は血液・免疫患者を中心に一部糖尿病患者を専門的に治療している。 

１）血液・免疫分野 

血液疾患の病態と特徴を理解し、的確な診断、治療ができるようにする。免疫学的には膠原

病を中心に診断・治療ができるようになる。 

２）糖尿病 

糖尿病を理解し、的確な診断ができるようになる。糖尿病の病態を理解し、治療法を修得す

る。糖尿病の診断・治療とともに生活習慣の指導もできるようになる。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

 １・２年次必修・選択研修ともに、３カ月間を１単位として研修する。３カ月毎に２名まで

受け入れる。 

２）病棟における研修 

 研修医は病棟指導医とともに受け持ち患者を６〜７名担当する。患者への問診、臨床所見と

取り方、検査法の修得と診断、治療の実際などを研修する。回診では症例の問題点を整理し、

プレゼンテーションを行う。 

３）外来における研修 

    週に１度、部長とともに外来診察を行い、問診、診察方法を修得する。救急患者が搬入され

れば、救急当番の指導医とともに診療に参加する。夜間は、指導医とともに内科救急当直に

つく。 

 

【教育に関する行事】 

木 午後 総回診、症例検討会、臨床抄読会 

 

指導医等 

    診療部長：岡本 隆弘 主任部長：清水 義文 部長：森 亜子    

主任医長：今戸 健人 

 

研修実施責任者 

  診療部長：岡本 隆弘 
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〔宝塚市立病院 緩和ケア内科〕 

【研修内容と特徴】 

Ⅰ 一般目標 

悪性腫瘍に代表される生命を脅かす疾患に罹患している患者・家族の QOL の向上のために緩

和医療を実践し、さらに本分野の臨床研究を行うことができる能力を身につける。 

Ⅱ 到達目標 

１．症状マネジメント 

（1） 患者の苦痛を全人的苦痛(total pain)として理解し、身体的だけでなく、心理的、社会的、

霊的（spiritual）に把握することができる。 

（2） 症状のマネジメントおよび日常生活動作（ＡＤＬ）の維持、改善がＱＯＬの向上につながるこ

とを理解している。 

（3） 症状の早期発見、治療や予防について常に配慮することができる。 

（4） 症状マネジメントは患者・家族と医療チームによる共同作業であるということを理解すること

ができる。 

（5） 症状マネジメントは患者・家族が過度の期待を持つ傾向があることを認識し、常に現実的な目

標を設定し、患者・家族と共有することができる。 

（6） 自らの力量の限界を認識し、自分の対応できない問題について、適切な時期に専門家助言を求

めることができる。 

（7） 症状マネジメントに必要な薬物の作用機序およびその薬理学的特徴について述べることがで

きる。 

（8） 鎮痛薬(オピオイド、非オピオイド)や鎮痛補助薬を正しく理解し、処方することができる。 

（9） 薬物の経口投与や非経口投与(持続皮下注法や持続静脈注射法など)を正しくおこなうことが

できる。 

（10） オピオイドをはじめとする症状マネジメントに必要な薬剤の副作用に対して、適切に予防、対

処を行うことができる。 

（11） 様々な病気に対する非薬物療法(放射線療法、外科的療法、神経ブロックなど)の適応について

判断することができ、適切に施行するか、もしくは各分野の専門家に相談および紹介すること

ができる。 

（12） 様々な症状の非薬物療法について述べることができる。 

（13） 病歴聴取（発症時期、発症様式、苦痛の部位、性質、程度、持続期間、推移、増悪・軽快因子

など）、身体所見を適切に施行するか、もしくは各分野の専門家に相談及び紹介することがで

きる。 

（14） 各種症状を適切に評価することができる。 

（15） 痛みの定義について述べることができる。 

（16） 痛みをはじめとする諸症状の成因やそのメカニズムについて述べることができる。 

（17） 症状のアセスメントについて具体的に説明することができる。 

（18） 痛みの種類と、典型的な痛み症候群について説明することができる。 

（19） ＷＨＯ方式がん疼痛治療法について具体的に説明できる(鎮痛薬の使い方５原則、モルヒネの

至適濃度の説明を含む) 。 

（20） 神経障害性疼痛について、その原因と痛みの症状について述べ、治療法を説明することができ

る。 
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（21） 患者のＡＤＬを正確に把握し、ＡＤＬの維持、改善をリハビリテーションスタッフらとともに

行うことができる。 

（22） 終末期の輸液について十分な知識を持ち、適切に施行することができる。 

（23） 悪性疾患およびその症状、病状の進行にともなう苦痛の増強を把握し、苦痛緩和を適切に行う

ことができる。 

（24） 患者・家族の望むような看取りを実践することができる。 

（25） 患者死亡後の家族のグリーフケアができる。 

 

【研修の実際】 

Ⅰ 研修期間と受け入れ人数 

基本研修、選択研修ともに、期間を特に設けず、臨床研修医制度の範囲内で許容される期

間とし、研修医の希望を考慮する。同時に２人まで研修可能とする。 

Ⅱ 病棟における研修 

研修医１名に指導医１名がつき、指導を行う。研修医１名あたり数名程度の入院患者を指

導医とともに受け持ち、その診療を行う。患者・家族との基本的なコミュニケーション技

術を身につけ、実践していく。ベッドサイドでの検査手技、治療手技を身につける。緩和

的治療技術(胸水穿刺、腹水穿刺、ＣＶＰ 挿入など)を行う。他職種によるカンファレン

スで、プレゼンテーションを行う。他職種との基本的なコミュニケーション技術を身につ

ける。 

また、病棟看護師とともに、基本的なケアの実施を取得する。 

Ⅲ 外来における研修 

週に数回、指導医とともに外来診療を行い、問診、診察方法を取得する。患者や家族の緩

和ケアに対する認識を確認し、啓蒙していく。緩和ケア、緩和ケア病棟の解説、案内を患

者・家族に行う。 

 

【教育に関する行事】 

       午前          午後 

月   朝礼、病棟、外来    カンファ(チャプレン)、緩和ケアチーム回診 

火   病棟          カンファ      

水   病棟、外来       カンファ（ＯＴ）,初診外来 

木   病棟、外来       カンファ、病棟 

金   病棟          カンファ 、初診外来 

その他、院内外の学会、研修会に参加していく。 

 

指導医等 

  副院長：松田 良信  主任部長：吉川 善人 

 

研修実施責任者 

  副院長：松田 良信 
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〔宝塚市立病院 リウマチ科〕 

【研修内容と特徴】 

   臨床医に求められる知識、技能、態度を身につけ、患者の診療に必要な臨床能力を習得すると

ともに患者の問題を全人的にとらえ、患者および家族とのよい人間関係と、患者のよりよい QOL

を確立するための態度・思考を身につける。当科では特に自己免疫疾患、自己炎症性疾患、ステ

ロイドの副作用に伴う合併症などを専門家の立場より全人的に診断治療を行えることを目標とし

ている。 

   身体所見、他に皮膚所見、関節所見さらには基本的な腱反射や筋力テスト、心電図などの非侵

襲的検査を自己判断にて的確に施行でき、異常の有無を判断した上で推定的主疾患名と鑑別疾患

を的確に速やかに判断できる能力を育て、さらにその病態を把握できるようになることが初期研

修の基礎的目標となる。 

   さらには応用的習得すべきものとして以下の内容を目標とする。 

   ① 脳波、筋電図、神経伝導速度、画像検査などの検査を必要に応じ計画し、指導医と共に評価

できること。 

② 襲的検査（関節液検査、髄液検査、骨髄検査、胸水穿刺、腹水穿刺など）や処置（関節注射

など）の計画、実行、評価を指導医とともに参加し経験すること。 

③ その結果等をもって治療方針を対個人に対し適切に適応できるようになるための臨床経験

と能力を鍛え、リウマチ性疾患等への理解を深めること。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

 必修・選択研修ともに３カ月間を１単位として研修する。３ヵ月ごとに１名まで受け入れ

る。 

２）病棟における研修 

     研修医は病棟指導医とともに受け持ち患者を３名程度担当する。患者への問診、臨床所見

と取り方、検査法の習得と診断、治療の実際などを研修する。回診では症例の問題点・経

過を整理しプレゼンテーションを行う。 

３）外来における研修 

 週に１度、部長とともに外来診察を行い、問診、診断方法を習得する。救急患者が搬入さ

れれば、担当医の指導医とともに診療に参加する。 

 

【教育に関する行事】 

   火        午後 総回診、症例検討会 

   第２、４木曜日  午後 エコーカンファレンス 

   その他      院内外の学会・研修会に参加していく 

 

指導医等 

部長：萩原 敬史 

 

研修実施責任者 

部長：萩原 敬史 
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〔宝塚市立病院 麻酔科・集中治療救急室〕 

【研修内容と特徴】 

   救急部門における研修の目的は、医師として臨床医学に携わる基本姿勢を修得するとともに救

命処置を含めた全身管理の基礎知識および技術を習熟することにある。麻酔科および集中治療救

急室における研修を通じて、プライマリケアに必要なバイタルサインの把握や病態の診断、静脈

路確保、気道確保、気管挿管、人工呼吸などについての知識や技術を修得する。また、二次救命

処置（ＡＣＬＳ）を実施できるよう指導する。なお、各科の救急外来における研修により一次・

二次救命救急処置の研修を補足する。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

 ３カ月間を１単位として研修する。２年目研修医（選択研修）の受け入れ人数は別途考慮

する。 

２）麻酔科における研修 

     手術患者が有する疾病および全身状態より、適切な麻酔法を選択し、手術中における麻酔

管理上の問題点を把握し、安全かつ適切な麻酔管理ができるように基礎知識と技術を修得

する。研修医１～２名に指導医１名が付き指導を行う。術前回診～麻酔管理～術後回診を

通じて周術期の全身管理を経験する。 

３）集中治療救急室（ＩＣＵ）における研修 

 麻酔症例のうち術後にＩＣＵ収容を予定される症例の麻酔を担当し、ＩＣＵにおける術後

管理を経験する。これにより、周術期の全身管理の全経過（術前～術中～術後急性期）を

経験することができる。また、ＩＣＵにおいては意識障害、ショック、心不全、呼吸不全、

腎不全など緊急を要する症状・病態を経験し、呼吸循環管理法のほか血液浄化法、感染対

策、栄養管理なども習熟することが可能である。 

 

【教育に関する行事】 

   月～木 午前 麻酔および術前診察 

       午後 麻酔および術前診察・術後回診 

  金   午前 麻酔および術前診察 

       午後 麻酔および術前診察・術後回診・症例検討会 

 

指導医等 

   事業管理者：妙中 信之  診療部長：今中 秀光  部長：野間 秀樹 

    医長：橋本 和磨 

 

研修実施責任者 

  診療部長：今中 秀光          
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〔宝塚市立病院 一般外科〕 

【研修内容と特徴】 

医の倫理に基づき、総合的な基本外科診療を行う適切な態度、習慣を身につけること、および外

科的治療を中心に術前、術中、術後を通じ患者および家族との良好な人間関係を構築する能力を修

得する。各種外科疾患に対する問診、診察、検査を計画、指示、実行し、その結果を正確に理解判

断し、診断および治療を計画、実行できる能力を修得する。 

１．外科解剖学、生理学、病理学、腫瘍学を理解した手術、術前術後管理、術後補助化学療法等の

修得を目的とする。輸液と輸血、栄養と代謝、外科的感染症、創傷管理、周術期管理に習熟す

る。 

２．診療技術の修得として超音波診断、上下部消化管造影、内視鏡診断の実際を修得する。CT、MRI、

超音波検査、血管造影などの画像診断に基づき手術適応、手術術式の計画ができる能力を修得

する。 

３．消化器、一般外科領域の救急に対するプライマリーケアができ、緊急処置、緊急手術の適応が

判断できる能力を修得する。 

４．手術技術の修得として外科基本手術手技（縫合、止血、結紮、切開など）、局所麻酔下手術、腰

椎麻酔下手術（虫垂切除、鼠径ヘルニア手術など）、全身麻酔下手術における開胸、開腹術、閉

胸、閉腹術などを修得する。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

２年次必修では６週間、選択では６ヶ月間を１単位として研修する。受け入れ人数は２名と

する。 

２）病棟における研修 

研修医１名に対し指導医１名が付き指導を行う。指導医とともに一部の患者では主治医とな

り、実際の診療に参加する。術前、術後検討会では受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

３）外来における研修 

週１回指導医とともに外来診療を行い、問診、診察、検査指示を行う。夜間は２週間に一度

指導医とともに救急当直にあたり、プライマリーケアの実際を修得する。 

 

【教育に関する行事】 

  月 午前：カンファレンス、外来診療、超音波検査、午後：Ｘ線透視下検査治療、部長回診 

  火 午前：カンファレンス、手術         午後：手術 

  水 午前：カンファレンス、手術         午後：手術 

  木 午前：カンファレンス、術後検討会、内視鏡検査、外来診療   

午後：Ｘ線透視下検査治療、術前検討会 

  金 午前：カンファレンス、手術         午後：手術    

 

指導医等 

主任部長：黒田 暢一  部長：山崎 純也  部長：西野 雅行 

部長：児島 正道  部長：飯田 健二郎 

主任医長：大原 重保  主任医長：宇多 優吾  主任医長：濵田 哲宏 



172 

 

研修実施責任者 

  主任部長：黒田 暢一 
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〔宝塚市立病院 呼吸器外科〕 

【研修内容と特徴】 

   卒後初期臨床研修の間に、卒後医師が知っておくべき一般的な呼吸器外科の知識、すべての医

師が身につけておくべき呼吸器外科の治療技術を修得することが中心になります。更に、医療技

術だけでなく呼吸器外科の卒後初期臨床研修を通じて、患者の痛みが分かる心をもち、患者の立

場になって行動する態度を身につけ、自ら問題を解決する能力と生涯にわたって学習する姿勢を

修得する。当科は、肺癌などの肺腫瘍疾患、縦隔疾患、気胸や巨大ブラなどの嚢胞性肺疾患など、

主に３つの分野の疾患患者を手術的に治療している。 

１．肺癌などの肺腫瘍疾患 

       肺癌を中心とした肺腫瘍の病態と特徴を理解し基本的な診断と治療が出来るようにする。 

２．縦隔疾患 

縦隔疾患の特徴を理解し、的確な診断が出来るようにする。 

３．気胸や巨大ブラなどの嚢胞性肺疾患 

嚢胞性肺疾患の疾患的特徴を理解するとともに診断法、画像診断法、その他の診断技術を

身につける。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

必修研修では２週間を１単位、選択研修では３ヶ月を１単位とし、３ヶ月ごとに１名を

受け入れる。 

２）病棟における研修 

研修医１名に指導医１名が付き指導を行う。研修医１名あたり５名の患者を受け持ち、

ベッドサイドでの問診、臨床所見の取り方、検査法の修得と診断などを研修する。症例

検討会では症例の問題点を整理しプレゼンテーションを行う。研究抄読会に参加する。 

３）外来における研修 

週に１度、指導医とともに外来診療を行い、問診、診察方法を修得する。 

 

【教育に関する行事】 

月 午前：症例検討会      午後：気管支鏡検査、部長総回診 

火 午前：手術、病棟回診    午後：手術 

水 午前：症例検討会、手術、病棟回診  午後：手術、抄読会 

木 午前：           午後：気管支鏡検査、部長総回診 

金 午前：症例検討会、病棟回診 午後：術前・術後検討会（呼吸器科と合同） 

 

指導医等 

 病院長：明石 章則 部長：福原 謙二郎 主任医長：冨田 栄美子 

 

研修実施責任者 

 病院長：明石 章則  
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〔宝塚市立病院 整形外科〕 

【研修内容と特徴】 

当科では、骨折をはじめとする外傷、関節リウマチや変形性関節症などの慢性疾患、腰椎椎間

板ヘルニアなどの脊椎疾患、骨粗鬆症、骨軟部腫瘍、先天性股関節脱臼などの先天性疾患など多

岐にわたる症例を治療している。 

１．臨床医に求められる第一の能力は、緊急性の有無を見分ける能力である。特に外傷では、臨

床症状・問診・単純レントゲン検査結果から緊急検査・緊急手術の必要性を判断し、骨折・

脱臼の整復・ギプス固定などの応急処置を施す必要があり、   

      この思考過程と技術を身につけることに重きをおいた研修を予定している。 

２．多くの疾患では保存的治療が可能であり、その限界を見極めるべく、問診・理学所見の取り

方、レントゲン像・ＭＲＩ像の読影に習熟する事を第２の目標とする。 

３．手術適応患者に関しては、手術方法の選択に必要な知識（術式間における長所・短所の相違

の把握）を身につけ、患者に十分説明し、治療方法を選択していただくための能力を身につ

ける事を第３の目標とする。 

４．ギプス包帯法や手術手技などの技術を身につける。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間は研修者の希望に応じて１～６ヶ月間とする。 

       外来研修：問診・理学所見の取り方・レントゲンの読影と治療方法の選択、患者への説明

方法を見習い、実施する。また、緊急患者の対応に関しても習得する。 

２）病棟研修 

入院患者を受け持ち、治療計画を立て、経過観察を行う。症例検討会で報告し、部長回診

にて更なる指導を受ける。 

３）手術研修：受け持ち患者を中心に手術助手または術者として指導を受ける。 

４）その他、超音波検査や造影検査の手技に関する研修を行う。 

 

【教育に関する行事】 

     月    午前   外来診療         午後   手術 

     火    午前   外来診療         午後   術後カンファレンス 

     水    午前   外来診療         午後   諸検査 

     木    午前   外来診療・手術   午後   回診・カンファレンス 

     金    午前   外来診療・手術   午後   手術 

 

指導医等 

  主任部長：森山 徳秀  部長：糸原 仁  医長：藤原勇輝 

  医長：村山 一宏 

 

研修実施責任者 

 主任部長：森山 徳秀 
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〔宝塚市立病院 泌尿器科〕 

【研修内容と特徴】 

   泌尿器科的疾患を正確に診断し、適切に処置、管理できるための基本的知識と技能を習得し、

患者との良好な信頼関係を築くための修練を行う。 

１．泌尿器の理学的検査やレ線検査等を理解し、その手段を習得するとともに、これらの検査結

果から正しい診断を導くトレーニングを行う。                                                 

２．前立腺生検や尿管ステント留置、腎臓瘻造設などの手技の理解と習得を目指す。 

３．泌尿器の手術的治療法、ＥＳＷＬ（腎・尿管結石破砕装置）の知識、手技を習得し術後管理

のトレーニングを行う。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数                                       

     ３カ月を１単位として研修する。３カ月ごとに１名受け入れる。 

２）外来における研修 

      週に１～２度、指導医とともに問診、診察方法、エコーおよび膀胱鏡検査の実施、泌尿

器科的処置を修得する。 

３）レ線検査、尿管ステント留置、腎臓瘻造設、前立腺生検、ＥＳＷＬ等の研修 

  指導医とともに手技の修得に努める。 

４）手術における研修 

      指導医とともに手術に立会い、助手としての役割をはたす。 

５）病棟における研修 

      ４～５名の患者を受け持ち治療の実際（問診、理学的所見の取り方、検査の実際、術後

管理等）を研修する。 

【教育に関する行事】 

    月  午前 レ線検査、ＥＳＷＬ  午後 ＥＳＷＬ、手術、病棟カンファレンス 

    火  手術、外来問診 

    水  外来問診、レ線検査、ＥＳＷＬ、前立腺生検、ＩＶＲ 

    木  午前 ＥＳＷＬ       午後 ＥＳＷＬ、手術、病棟カンファレンス 

    金  前立腺生検、外来カンファレンス 

 

   指導医等 

     主任部長：古倉 浩次  部長：相原 衣江 

主任医長：上田 康生 医長：長澤 誠司 

    

研修実施責任者 

  主任部長：古倉 浩次          

 



176 

 

〔宝塚市立病院 小児科〕 

【研修内容と特徴】 

１）正常小児の成長発達、小児保健（予防接種を含む）の基礎知識を理解する。 

２）小児に対する診療法、検査法、治療法を習得する。 

３）小児救急患者の救急処置法及び重症疾患の鑑別法を習得する。 

４）新生児、未熟児、先天異常症などの診断、治療に関する知識を習得する。 

５）小児科特有の循環器、代謝・内分泌、感染症、アレルギー疾患、消化器疾患、呼吸器疾患、

血液・悪性腫瘍疾患、泌尿・生殖器疾患、神経疾患、運動器疾患、心身医学等の診断、治療

に関する知識を習得する。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

     必修研修では１ヶ月を１単位として１ヶ月ごとに２名受け入れる。選択研修では３ヶ月を

１単位として研修する。３ヶ月ごとに２名まで受け入れる。 

 

【教育に関する行事】 

月  午前    一般外来診察 

午後    病棟回診・症例検討会 

火  午前   一般外来診療 

         午後    予防接種外来・慢性疾患外来（アレルギー・神経） 

水   午前    一般外来診察 

         午後    腎臓外来・肝臓外来  

木  午後   一般外来診察 

         午後    乳児検診（未熟児フォロー） 

金   午前    一般外来診察 

         午後    病棟回診・抄読会（月１回） 

 

指導医等 

  主任部長：長坂 博範   部長：吉田 真由美 

主任医長：多久和 麻由子  主任医長：西村 実果 

主任医長：古賀 千穂 医員：沖津 広樹 

 

研修実施責任者 

 主任部長：長坂 博範 
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〔宝塚市立病院 形成外科〕 

【研修内容と特徴】 

形成外科は「再建外科」と「美容外科」の２つの側面を持っている。また，形成外科では患者

の肉体的負担の軽減のみではなく，精神的負担の軽減をはかる治療を行う診療科である。そのた

めに，医師は日々研鑚を積み，最新の知識，技能を身につけるとともに，患者および家族とも良

好な関係を構築し，治療に当たるように努める。 

診察の基本方針は，少なくとも３通りの方法（手術以外の治療方法も含む）を提示することを

心がけている。医師は的確な診断を行い，最新の医療情報を提供する。治療方法の選択は基本的

に患者自身が行うが，患者自身で決定できない場合には医師と相談して決定する。 

実際に診察する項目は以下の如くである。 

①良性腫瘍（皮膚腫瘍，血管腫，耳下腺腫瘍，母斑，軟部腫瘍など） 

②熱傷（やけど） 

③瘢痕・ケロイド 

④皮膚潰瘍・褥瘡 

⑤顔面外傷・顔面骨骨折 

⑥先天性異常や変形（唇裂，口蓋裂，耳の変形，眼瞼下垂，漏斗胸，臍ヘルニアなど） 

⑦手・足の外科（合指症，多指症，切断指，手の骨折など）  

⑧悪性腫瘍術後の再建（乳癌術後変形，上顎癌術後の再建，皮膚悪性腫瘍など） 

⑨美容外科 

⑩その他（下肢静脈瘤，腋臭症（わきが），蜂窩織炎，陥入爪，巻き爪など） 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

２年次選択研修では２ヶ月を１単位として研修する。受け入れ人数は同一期間中は１名ま

でとし，研修の継続は妨げない。 

２）病棟における研修 

研修医は病棟指導医とともに受け持ち患者を担当し，患者への問診，診察方法，検査法を

収得し，診断および治療法を研修する。回診では症例の問題点を整理し，プレゼンテーショ

ンを行う。 

３）手術室における研修 

研修医は受け持ち患者の手術に参加して，手術の実際を研修する。 

４）外来における研修 

週に１～２回，外来において部長とともに診察を行い，問診，診察方法を研修する。救急

患者が搬入されれば，指導医とともに診療に参加する。 

 

指導医等 

主任医長：見目 和崇  主任医長：中山 真紀  

 

研修実績責任者 

 主任医長：見目 和崇 
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〔宝塚市立病院 眼科〕 

【研修内容と特徴】 

   人間が得る情報の９割以上は視覚による。また、眼症状から他の疾患が発見されることも多い。

一般臨床医として、患者が生涯にわたり良好な視覚を保つよう、基礎的な知識、技術を修得する。 

１．眼科一般検査 

視力・視野・細隙灯顕微鏡・眼底鏡・眼圧等各種検査をおこなえるようにする。 

２．感染症 

結膜炎に代表される眼科感染症の診断、治療、感染予防についての知識を得る。 

３．目の成人病 

白内障・緑内障等、加齢により増える疾患について、診断、治療の知識を得る。 

４．全身疾患と目 

高血圧・糖尿病を始めとする全身疾患と目の関係について診断、治療の知識を得る。 

５．ロービジョン 

視覚障害者の立場に立った対応ができるよう、その誘導や事故防止、日常生活での補助具等

の知識を得る。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

３ヶ月を１単位として研修する。３ヶ月ごとに１名まで受け入れる。 

２）病棟における研修 

研修医１名に指導医１名が付き指導をおこなう。研修医１名あたり１～２名の患者を受け持

ち、ベッドサイドでの問診、臨床所見の取り方、検査法の習得と診断、治療の実際などを研

修する。 

３）外来における研修 

各種検査を実際に修得する。指導医とともに外来診療を行い、問診、診察方法を修得する。 

 

【教育に関する行事】 

   月 午前 外来診療  午後 手術 

   火 午前 病棟回診  午後 検査 

   水 午前 外来診療  午後 手術 

   木 午前 手術    午後 検査 

   金 午前 外来診療  午後 検査 

 

指導医等 

 主任部長：笹岡 幸生 

 

研修指導責任者 

 主任部長：笹岡 幸生 
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〔宝塚市立病院 耳鼻いんこう科〕 

【研修内容と特徴】 

一般臨床医としての必須の知識、技能を身につける。さらに耳鼻咽喉・頭頚部領域の局所解剖・

生理についての理解が必要である。特に聴覚、平衡覚、味覚、嗅覚、咀嚼、嚥下に関する事項を

理解する。これらの知識に基づいて一般耳鼻咽喉科疾患の検査、治療について習得する。当科で

主に扱っている症例で、習得すべき術式について記す。 

１）耳科学：鼓膜チューブ留置術、鼓室形成術、鼓膜形成術 

２）神経耳科学：内リンパ嚢開放術、内耳窓閉鎖術 

３）鼻科学：内視鏡下鼻内手術、鼻中隔矯正術、副鼻腔根本術 

４）口腔・咽頭科学：口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術 

５）喉頭科学：ラリンゴマイクロサージャリー 

６）頭頚部外科学：頭頚部良性腫瘍手術 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

３ヶ月を１単位として研修する。３ヶ月ごとに１名の受け入れができる。 

２）病棟における研修 

研修医には指導医１名が付き指導を行う。４～５名の入院患者を受け持つこととなる。そ

の多くは手術症例となるので、受け持ち患者の手術に助手として参加する。また、術前、

術後のプレゼンテーションで問題点を討議し、術式について検討する。 

３）外来における研修 

週１回程度、指導医とともに外来診療を行い、問診、診察手技、処置手技を習得する。ま

た特徴的な患者が受診した場合、診療に参加する。 

 

【教育に関する行事】 

月 午後 症例検討会、抄読会 

火 午前 病棟回診 

午後 術後検討会 

水 午後 術後検討会 

木 午後 術後検討会 

金 午後 病棟回診 

 

指導医等 

 主任医長：岡 秀樹  主任医長：児島 雄介 

  医長：森川 朋子 医員：齋藤 孝博 

 

研修実施責任者 

 主任医長：岡 秀樹 
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〔宝塚市立病院 救急科〕 

【研修内容と特徴】 

  救急疾患の診断に必要な問診および身体診察を行い、必要な基本的検査法、特殊検査法の選択と

実施ならびにその結果を総合して鑑別診断と病態の評価を行うとともに初期治療ができる能力を身

に付ける。また医師として信頼される人格・人間性を養成し、患者および家族との良好な人間関係

を構築する能力を習得する。 

 

【基本目標】 

・ 救急疾患の鑑別診断と初期治療に関する専門的知識と技能を修得する。 

・ 担当医として自発的に各症例の病因、病理病態、疫学に対する知識を深めるとともに、診断に必要

な問診や身体診察を行う。 

・ 救急集中治療における ACLS、鎮痛と鎮静、呼吸・循環動態を理解し各種薬剤による循環管理およ

び人工呼吸器管理、輸液、輸血、感染対策、栄養管理などが適正にできる。 

・ 学術集会において救急治療に関する発表を演者として行う。 

・ 学術誌に症例報告を発表する。 

 

【手技に関する個別目標】 

・ 以下の手技を安全に施行できたうえで結果の解析評価ができる。 

動脈血採血、動脈ライン挿入、中心静脈カテーテル挿入、肺動脈カテーテル挿入、ペーシングカテ

ーテル挿入、腰椎穿刺、胸腔穿刺・ドレナージ、心嚢穿刺・ドレナージ、腹腔穿刺、血液製剤の使

用、気管挿管、気管切開術（経皮的、外科的）、酸素投与、人工呼吸器管理（導入、維持、離脱）、

持続的血液濾過透析、補助循環（IABP、PCPS）、心エコー、腹部エコーなど 

 

【研修の実際】 

・ 研修期間と受け入れ人数：基本研修においては 6週間、選択研修においては 2ヶ月を１単位として

研修する。受け入れ人数は 3名。 

・ 病棟における研修：研修医１名に指導医がついて指導にあたる。研修医１名が５名程度の患者を受

け持ち、指導医のもとに患者の全身状態の把握と治療をおこなう。迅速に診療記録の記載を行い、

指導医の校閲を受ける。 

・ 外来における研修：救急患者が搬送されれば積極的に診察および治療に参加する。 

 

【教育に関する行事】  

病棟およびＩＣＵ回診、症例検討会、勉強会など 

 

指導医等 

  診療部長：九鬼 覚  主任医長：桑原 正篤  主任医長：太田垣 裕子 

 

研修実施責任者 

 診療部長：九鬼 覚 

 

 



181 

 

〔社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 内科〕 

【研修の特徴と内容】 

  当院は、日本内科学会認定教育関連施設、日本循環器学会専門医認定施設、日本高血圧学会専門

医認定施設、日本血液学会認定医研修施設、日本消化器病学会認定医研修施設、日本糖尿病学会認

定教育関連施設、日本血管内視鏡学会教育認定施設、日本消化器内視鏡学会専門医指導施設である。 

 当院では、あらゆる患者に対して適切且つ迅速に検査、診断し治療を提供するために、真の general 

physicianとはどのように対応すべきかを研修する。そのため救急患者に対する救急医療、一般外来

診療や病棟診療を中心に general physicianとしての心構えや基礎技術を研修する。 

  さらに血液内科、消化器内科、循環器科、糖尿病内科の専門医が、当院の特徴である血液疾患、

消化器疾患、循環器疾患、糖尿病の研修指導を行う。 

  血液内科では白血病や悪性リンパ腫などに対する化学療法にのみならず、高度医療技術である自

己末梢血幹細胞移植の採取法や凍結保存法についても研修する。 

  消化器内科では、逆流性食道炎、胃十二指腸潰瘍、炎症性腸疾患、大腸ポリープ、胃癌・大腸が

ん等の消化器癌、胆石症・総胆管結石、ウイルス性慢性肝炎・肝硬変等、幅広い疾患の診断・診療

を行っている。上部・下部消化管内視鏡検査、胃・大腸の ESD・EMR、また ERCP 関連処置（EST、

ENBD、ERBD 等）を施行しており、研修中には積極的に上記検査・処置に参加し、学ぶことがで

きる。 

  心臓血管センター（循環器内科）では、心臓血管外科と連携し、虚血性心疾患、心不全、不整脈、

閉塞性動脈硬化症などの末梢血管疾患、高血圧などの生活習慣病といった循環器一般について診療

を行っている。研修では、希望に応じて、冠動脈造影、冠動脈形成術、ペースメーカー植え込み術

といった侵襲的治療法についても学ぶことができる。 

 

（１） 血液内科 

   １．骨髄穿刺、骨髄生検、腰椎穿刺などの検査手技の研修 

   ２．白血病、悪性リンパ腫に対する化学療法 

   ３．自己抹消血幹細胞移植の採取法や凍結保存法 

   ４．無菌室管理法（無菌室 12 床） 

（２） 消化器内科 

   １．画像診断： UGI、Ba-enema、DIC、DIC-CT、腹部 CT、dynamic-CT 

           MDCT、腹部 MRI、MRCP、CT コロノグラフィーなど 

   ２．超音波診断・治療： 腹部 echo、echo 下生検、MCT など 

   ３．消化管内視鏡検査・治療： EGD、CS、ERCP、ENBD、EST、EVL 

                  Polypectomy、EMR、ESD、PEG、STENT 留置術等 

（３） 心臓血管センター（循環器内科） 

１．非侵襲的診断法 

      心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図、ABI 

      循環器バイオマーカー 

      心臓超音波検査、頸動脈エコー、経食道エコーなど各種エコー 

      心臓 CT、大血管 CT、MRI（冠動脈、心筋評価） 

２．侵襲的診断法 

      冠動脈形成術（バルーン・ステント治療；PCI 治療） 
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      冠動脈造影法 

      血管内超音波（Gray-scale IVUS, VH-IVUS） 

      経皮的抹消動脈形成術（PTA） 

      ペースメーカー植え込み術 

      一時的ペーシングカテーテル挿入術 

      スワンガンツカテーテル挿入術 

      下大静脈フィルター挿入術 

 

【教育に関する行事】 

 木曜日 17：00～18：30 内科カンファレンス 

 金曜日  8：00～ 8：55 医局会、抄読会、症例検討会 

 

指導医等 

院長：伊福秀貴 

日本内科学会指導医 立石 順（心臓血管センター長）、兵頭 英出夫（内科） 

 

研修実施責任者  

内科部長：高塚広行 

臨床研修指導医：吉田純一 
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〔社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 外科〕 

【研修の目的と特徴】 

現在の初期研修医は必ずしも将来外科医になることを希望している医師が多くはない事を踏まえ

て指導を行う必要がある。全ての研修医に対しては内科系、外科系すべての医師として外科的な治

療対象疾患に対し最小限必要な患者のプライマリー･ケア、基本的診療能力と処置を体得してもらう。

こうした学習の中で外科診療への興味を養い、さらに手術適応の決定、適正な手術と術後管理の基

本を経験してもらいながら、将来の外科医希望者の研修準備となるべく、具体的な臨床診療を担当

して頂きます。 

 

【研修目標】 

１）基本的な診察法の習得。 

   ①問診（患者又は家族より、適切な時間内に、必要十分な情報を得る。） 

   ②全身の観察（バイタルサイン、皮膚の状態、精神状態、浮腫、循環障害、など） 

   ③頭頚部、胸部の診察（リンパ節、甲状腺、呼吸音、心音、乳房など） 

   ④腹部の診察（腫瘤、腹水、腹膜刺激症状、手術瘢痕、肛門診など） 

  ⑤皮膚、四肢の診察（発疹、創傷、静脈瘤など） 

２）基本的検査を受持患者の検査として経験し、結果の確認，結果を解釈し診断できる。 

  血算、生化学、検尿など簡易検査、生理学的検査による全身状態 

  Ｘ線、消化管内視鏡検査、MRI などの画像診断 

３）下記の基本的な治療法・手技ができる。  

   治療法：抗生剤、鎮痛剤など一般的薬物療法、抗腫瘍化学療法、輸液・輸血・血液製剤の使 

      用、呼吸・循環管理、栄養法（食事摂取、経腸栄養、中心静脈栄養） 

手 技：注射法（皮内、皮下、筋肉、静脈）、採血法（静脈血、動脈血）、穿刺法（中心静脈、

腹腔、胸腔、腫瘍など）、導尿法、洗腸、圧迫止血法、包帯法、消毒法、ガーゼ・包帯交

換、ドレーン・チューブ類の管理、胃管の挿入と管理、局所麻酔法、簡単な切開・排膿、

結紫法（糸結び）、皮膚縫合法、軽度の外傷・熱傷の処置 

 ４）がんの診療を中心に終末期医療について学習する。 

   ① 告知をめぐる諸問題への配慮 

   ② 精神的ケア。 

   ③ 苦痛緩和のための薬剤使用（麻薬など）。 

   ④ 臨終の立ち会いを経験する。 

 

【研修に関する行事】 

  毎朝 15～30 分の病棟カンファレンス、毎週火曜日・木曜日・金曜日に術前、消化器疾患カンファ

レンスを行っている 

 

指導医等 

消化器センター長（副院長）：松原 長秀 
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〔西宮市立中央病院 小児科〕 

研修の特徴と内容 

【基本理念と特徴】 

核家族、少子化の中で世の中全体が育児力を失ってしまった現在、小児科医が果たす役割は大

きい。当院小児科では、地域のプライマリケアを担う病院として、新生児から中学生に至るまで

の広範囲にわたる、多くの一般的疾患や育児上の問題等に、日々遭遇し、解決またはサポートを

求められている。また地域の当番として夜間の小児救急医療も行っており、小児医療におけるプ

ライマリケアの研修が実践的に行える。この研修は、将来何科の医師になったとしても、「赤ちゃ

ん」「こども」と聞いても抵抗なく診療できる医師になるために役立つと思われる。 

 

【研修内容】 

① 入院患児に対し、状況に応じてその養育者、特に母親との間に信頼関係をつくりながら、有

用な病歴を聴取し、年齢に応じた適切な診察を行い、記録ができるようになる。 

② 診断・治療のために必要な手技（採血、静脈点滴等）ができるようになる。 

③ 各年齢の特性を考えて、検査の結果を判断できるようになる。 

④ 小児科における代表的な疾患に関して、病態を理解し、適切な治療方針をたてられるように

なる。（突発疹等のウイルス性発疹性疾患、溶連菌感染症等の細菌感染症、気管支炎、肺炎、

胃腸炎、気管支喘息発作、熱性けいれん、川崎病等） 

⑤ 夜間の小児救急医療を経験する。 

⑥ 予防接種の基礎的な知識を得る。 

 

【教育に関する行事】 

月～金 8：30～8：45  入院患者に関するショートミィーティング 

月   17：00～18：00 カンファレンス 

木   17：00～18：00 抄読会（月 1回） 

 

指導医等  

部 長：門谷 眞ニ    

 

研修実施責任者  

部 長：門谷 眞ニ 
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〔関西労災病院 小児科〕 

研修の特徴と内容 

【基本理念と特徴】 

プライマリケア医として必要な小児医療の現場を経験し、小児科は子ども全体を対象とする「総

合診療科」であることを理解し、「疾患をみるのではなく、患者とその家族をみる」という全人的

な観察姿勢を学ぶ。さらに成育医療へと変貌しつつある小児科を研修、体験することで、ライフ

ステージに応じた診療ができるようにする。 

 

【研修内容】 

  必修研修では小児科および小児科医の役割を理解し、小児医療を適切に行うために必要な基礎

知識、態度を修得する。選択研修では小児の特性、小児の診療の特性、小児期の疾患の特性につ

いて、より深く学びながら主治医的立場で研修を行う。 

  

【教育に関する行事】 

月 午後 2：00～2：30 病棟回診 

火 午後 5：00～5：30 周産期連絡会 

火 午後 4：30～5：00 抄読会 

 

指導医等  

部 長：泉 裕      副部長：指原 淳志 

 

研修実施責任者  

部 長：泉 裕 
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〔明和病院 循環器内科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】循環器内科の研修では的確な病歴聴取と病態の把握を重視する。心エコー（携帯型心エコ

ー）、心臓ＣＴ、心臓ＭＲＩ検査、心臓カテーテル検査などの画像診断を用いて病態の徹底的は把

握をめざす。指導医の元に以下の内容を中心に理解と実践を図る。 

 

研修目標 

① 一般目標（GIO） 

循環器病の診断と治療を適切に行い、心筋梗塞、急性心不全、不整脈等の救急疾患に円滑に対

応するための幅広い診療能力を修得する。 

② 行動目標（SBO） 

１．病歴の聴取、身体診察を的確に行うことができる。（技能） 

２．救急患者の重症度と緊急度が判断できる。（解釈） 

３．心電図所見を適格に把握することができる（技能、解釈） 

４．携帯型心エコーを用いて自らの手で心疾患の病態を把握できる 

５．心臓カテーテル検査（右心、冠動脈造影）の意義を理解し、施工することができる（解釈、

技能） 

６．病棟、ER 外来などでの心電図モニターを適格に理解し適切な検査、治療法が選択することが

できる（解釈、問題解決） 

③ 研修内容（方略） （LS） 

LS1：On the job training (OJT) 

（1）1 年次はチームの一員として、指導医、上級医のもと診療に参加する。内科外来 

の予診係として病歴を聴取し、内科一般の外来診療能力を養う 

（2）2 年次はチームの上級医として診療に参加し 1 年次研修医を指導する 

（3）病棟回診、内科合同カンファレンスにおいてプレゼンテーションを行い、短時間 

で症例を適切に提示する能力を養う 

LS2：勉強会・カンファレンス 

（1）月曜抄読会  日常臨床に即した抄読会 

（2）症例検討会  病棟回診前の症例検討 

（3）金曜病棟会  金曜夕方に病棟ナースとともに勉強会を行う 

LS3：症例発表 

研修期間の第 6～7 週目の医局会でパワーポイントを用いて受け持ち患者の症例報告を行う。希望

者は日本内科学会や日本循環器学会の地方会において症例報告を行う 

 

習得すべき基本的手技 

（1）エコーガイド下中心静脈路確保（内頚静脈、大腿静脈、鎖骨下静脈など） （2）人工呼吸器

管理（NPPV を含む）気管内挿管、抜管 （3）電気的除細動 （4）一時ペーシング（経皮的、経

静脈的） （5）大動脈バルーンポンピング法 （6）冠動脈造影（手首、上腕、大腿部アプローチ） 

（7）右心カテーテル検査 （8）トレッドミル運動負荷テスト （9）下大静脈フィルター留置 

 

経験すべき症例 

（1）急性心筋梗塞 （2）不安定狭心症 （3）労作性狭心症 （4）心不全（収縮不全、拡張不全） 

（5）弁膜症（大動脈弁狭窄症、僧帽弁逆流症） （6）大動脈瘤 （7）閉塞性動脈硬化症 （8）

深部静脈血栓症 （9）頻脈性不整脈 （10）除脈性不整脈 （11）感染性心内膜炎 
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教育に関する行事 

月曜日  18 時 冠動脈 CT 読影会 

火曜日  18 時 内科合同症例検討会 

19 時 心エコー検査読影会 

木曜日  16 時 病棟回診 

 

＜研修評価（EV）＞ 

（1）自己評価－研修医手帳へ症例記入し、EPOC を入力する 

（2）指導医による評価－研修医手帳の記入状況、EPOC への入力状況、レポートの提出 

を用いて評価を行う 

 

指導医等 

部長 中尾 伸二 
 

研修実施責任者 

部長 中尾 伸二 
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〔明和病院 外科〕 

研修の特徴と内容 

【特徴】 

外科は、業務上身体的・精神的荷重が大きく、かつ広範囲の医学的知識を要求され修練に時間を

要するため、敬遠されがちであった。しかし、重症の患者が十分な説明と同意の下、外科治療を行

うことにより心身ともに劇的に回復していく過程を経験することで、臨床医としての達成感・患者

との一体感が実現でき、その経験は大きな自信となる。当院外科は手術件数も年間約1,000件と多く、

癌根治手術や腹腔鏡手術など多くの術式を経験できるばかりでなく、化学療法や緩和ケアも積極的

に行っている。日本外科学会・日本消化器外科学会・日本消化器病学会・日本肝臓学会・日本がん

治療認定医機構・日本肝胆膵外科学会・日本大腸肛門病学会など各種認定研修施設であり、指導体

制は整備されている。 

 

研修目標 

①一般目標（GIO） 

臨床研修の主目的であるプライマリケアの履修に不可欠な外科的救急疾患の選別能力や一般外科

的な基本知識・診療技術を習得する。また、将来消化器外科あるいは乳腺・内分泌外科の専門医を

目指す場合に必要な診断・治療の基礎および手術手技の基本、外科専門医としての基本姿勢を習得

する。 

 

②行動目標（SBO） 

（1）第一目標 

１．一般外科疾患に必要な問診を実施し、理学的所見がとれる 

２．手術療法、外科的治療の説明と同意おいて十分なコミュニケーションと倫理的配慮が行える 

３．外科救急疾患の診断と初療を実施できる 

４．外来小手術疾患の診断・治療を実施できる 

５．消毒、院内感染予防について理解し実践できる 

６．栄養管理（末梢・中心静脈栄養、経管栄養）の基本を理解し実施できる 

７．周術期患者や重症患者の全身管理（呼吸・循環）の基本を理解し実施できる 

８．外科的感染症の基本知識を持ち、病態に応じた抗生剤の使い分けができる 

９．医療事故防止に必要な事項（輸血、輸液、注射、処方など）を理解し実践できる 

（2）第二目標 

１．悪性疾患の告知をめぐる諸問題への配慮が出来る 

２．消化器・肝胆膵疾患の診断・治療の基本を理解し実施できる 

３．乳腺・内分泌疾患の診断・治療の基本を理解し実施できる 

４．抗癌剤治療の基本を理解し実施できる 

 

③研修内容（方略） （LS） 

（1）入院患者の主治医として指導医、上級医とともに診療に参加する 

（2）新入院患者、検討症例のプレゼンテーションを行い診断・治療方針の検討を行う 

（3）与えられたテーマ（症例）について、症例報告形式でカンファレンスでプレゼンテーションし、

検討、評価を行う。 

 

第一目標達成のために 

（1）病歴・理学的所見をとる 

（2）症状から疾患を絞り込み、臨床検査を立案 

（3）検尿、血液生化学検査、微生物学的検査を解釈 

（4）外来小手術手技の介助 
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（5）手術室、病棟における手洗い、消毒、ガーゼ交換 

（6）病棟回診につく 

（7）手術前の説明と同意に同席する 

 

第二目標達成のために 

（1）消化管内視鏡、超音波検査、消化管透視の方法、読影 

（2）肝胆膵臓器の画像診断（US，CT，MRI，血管造影、DIC，ERCP，PTC，MRCP）（3）触診、

Mammography、超音波による乳腺疾患の診断 

（4）手術リスク、適応の判断 

（5）全身麻酔手術の助手を務める 

（6）術後管理の基本を実地研修 

（7）緩和ケアにおける癌性疼痛管理 

 

習得すべき基本的手技 

（1）末梢・中心静脈ルートの取りかた （2）静脈血・動脈血採血（3）胃チューブの挿入（4）膀胱

バルーンの挿入 （5）局所麻酔法 （6）創処置 （7）皮膚縫合 

（8）開腹、閉腹 （9）胸腔、腹腔穿刺 

 

専門的手技の介助 

（1）SB チューブの留置 （2）食道静脈瘤 EVL・EIS （3）経皮経肝胆管造影 

（4）内視鏡的経鼻胆管ドレナージ （5）気管切開 （6）腹腔鏡下手術 

 

経験すべき疾患・病態 

（1）ヘルニア、虫垂炎、痔 （2）消化管悪性腫瘍 （3）肝胆膵悪性疾患 

（4）胆石、胆嚢炎、胆嚢ポリープ （5）急性腹症、腹膜炎 （6）乳腺線維腺種、乳癌 

（7）DIC （8）敗血症 （9）腹水 （10）癌末期 

 

教育に関する行事 

＜週間スケジュール＞ 

月曜日 午前 8 時 15 分～9 時 00 分 症例検討会 

午後 18 時 消化器合同検討会 

火曜日 午前 手術研修 

午後 手術研修 

水曜日 午前 8 時 15 分～9 時 00 分 症例検討会   

午後 18 時 00 分～ 術前検討会 

木曜日 午前 手術研修 

午後 手術研修 

金曜日 午前 8 時 15 分～9 時 00 分 症例検討会・抄読会・合併症検討会 

 

＜研修評価（EV）＞ 

（1）自己評価 

臨床研修手帳に経験症例を記入し、EPOC を入力する。経験必須症例（症候）に関するレポート

を記載し提出する。 

（2）指導医による評価 

EPOC への入力状況、レポートの提出状況・内容に診療チームでの勤務状況を加味して評価を行

う。担当指導医は EPOC を入力する。 

（3）研修内容の評価 

研修医による外科研修内容（研修環境）の評価、指導医評価を EPOC に入力する。 
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指導医等 

院 長  山中 若樹（消化器全般、肝胆膵領域、腹腔鏡下手術） 

副院長兼消化器担当部長  栁 秀憲（消化器全般、下部消化管） 

主任部長 相原 司（消化器全般、肝胆膵、肛門） 

部 長  木村 文彦（消化器全般、大腸、直腸） 

部 長  岸本 昌浩（乳腺・内分泌外科） 

部 長  生田 真一（消化器全般） 

部 長  奥田 昌也（呼吸医外科） 

部 長  仲本 嘉彦（内視鏡外科、消化器全般） 

医 長  松之木 愛香（乳腺・内分泌外科） 

医 長  岡本 亮（消化器全般） 

医 員  中島 隆善（消化器全般） 

医 員  別府 直仁（消化器全般、下部消化管） 

医 員  浜野 郁美（消化器全般） 

医 員  一瀬 規子（消化器全般） 

 

 

研修実施責任者 

副院長兼消化器担当部長、研修プログラム責任者  栁 秀憲 
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〔明和病院 産婦人科〕 

研修の特徴と内容  

明和病院は、阪神間の恵まれた立地条件の下に院内の連携に力を注いでおり、各科の指導医も熱

心に独自の研修プログラムのレベルアップを図っている。一方、もっとも近隣の総合病院である兵

庫医科大学とも良好な病病連携を形成し、多様な研修の選択肢を提供できる。産婦人科学の知識は、

人口の半数を占める女性の診療を行う上で診療科を問わず重要で、特有の病態を把握しておくこと

が他領域の疾病に罹患した女性を診療する上でも必要不可欠である。当科では、地域に貢献できる

産婦人科を目指し、女性に寄り添うサポータ意識の育成とチーム医療を重視している。産科疾患、

婦人科腫瘍、不妊症、性関連感染症、更年期障害、骨盤臓器脱疾患、手術（腹腔鏡下手術含む）、婦

人科健診がバランスよく研修できる体制を組んでいる。 

また、小児科との連携を密にし、周産期に関連するイベント（分娩と新生児）を重点的に研修指

導する。主な研修内容は正常・異常分娩と正常新生児管理とする。 

 

研修目標 

Ⅰ．研修一般目標 

（1） 婦人科疾患の診断・治療（保存的、手術療法、化学療法）のストラテジー構築と実践を研修 

（2） 妊産婦のプライマリケアを研修 

（3） 新生児の医療に必要な基本的知識・技術を小児科の指導の下に研修 

（4） 不妊症(体外受精を含む)治療の実際について研修 

（5） 性関連感染症について研修 

（6） 更年期について研修 

（7） 骨盤臓器脱について研修 

（8） 安全管理、感染症対策、個人情報の取り扱いについて体得する 

Ⅱ．研修実践目標 

A）経験すべき診察法・検査・手技 

（1） 基本的産婦人科診察能力 

①問診および病歴の記載 ②産婦人科診察方法 

（2） 基本的産婦人科臨床検査 

①婦人科内分泌検査 ②不妊検査 ③妊娠の診断 ④感染症の検査 ⑤細胞診・病理組織検査 ⑥

内視鏡検査（腹腔鏡〔単孔式を含む〕・子宮鏡） ⑦超音波検査（経膣・経腹・3D/４D 超音波） ⑧

妊娠・分娩時の胎児評価法（胎児心拍数モニタリング・胎児心臓エコーなど） 

⑨放射線学的検査（ＭＲＩ・ＣＴ・子宮卵管造影・マンモグラフィ・骨塩量測定） 

（3） 基本的治療法 

薬物の作用、副作用、相互作用について理解する。ホルモン剤の使用法（HRT、ERT、ピル、緊急

避妊ピル）。更年期障害に対する漢方処方を研修。妊産褥婦および新生児に対する薬剤の使用時の問

題、制限、特に妊娠・授乳期の薬剤使用による胎児・新生児への影響について充分理解する。 

①処方箋の発行 ②注射の施行 ③副作用の評価ならびに発生時の対応 

B）経験すべき病態・疾患 

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療を的確に行ない、特に超緊急事

態であるか否かを判断する能力と緊急事態に対する対応を習得することが重要である。 

（1） 産科関係 
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①妊娠・分娩・産褥ならびに新生児の生理の理解 ②妊娠の検査・診断と妊娠初期異常（子宮外妊

娠・胞状奇胎など）の管理 ③出生前診断についての理解 ④正常妊娠の外来管理 ⑤正常分娩・

産褥の管理 ⑥正常新生児の管理 ⑦骨盤位の管理（外回転術を含む） ⑧帝王切開術の経験 ⑨

流・早産の管理 ⑩妊娠中毒症の管理 ⑪産科出血に対する応急処置法の理解 ⑫和痛分娩の管理 

（2） 婦人科関係 

①骨盤内の解剖の理解 ②視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調節系の理解 ③婦人科良性腫瘍の診

断ならびに治療計画の立案 ④婦人科良性腫瘍の手術への助手としての参加。膣式手術、腹腔鏡下手

術、腹式手術、子宮鏡下手術（単孔式腹腔鏡下手術を含む）。 ⑤婦人科悪性腫瘍の早期診断法の理

解 ⑥婦人科悪性腫瘍の治療計画の立案と実践。手術と化学療法 ⑦不妊症・内分泌疾患患者の検査

と治療計画の立案、体外受精と顕微授精を含む ⑧性関連感染症の検査・診断・治療計画の立案と実

践 ⑨更年期障害の検査・診断・治療計画の立案と実践 ⑩骨粗鬆症、高脂血症等の学際疾患につい

ての理解と診断・治療 ⑪骨盤臓器脱について検査・診断・治療計画の立案。膣式手術 ⑫子宮頚癌

ワクチン接種についての理解 

（3）その他 

①産婦人科診察に関わる倫理的問題の理解（出生前診断、不妊治療） ②母体保護法関連法規の理

解 ③家族計画の理解 ④感染症対策について生涯学習 ⑤安全管理、感染症対策、個人情報の取

り扱いについて体得する ⑥妊婦健診における産科医と助産師外来との共同作業について理解する 

 

教育に関する行事 

毎朝 8:15～8:45 臨床カンファレンス 

月  9:00～：病棟回診、外来   午後：手術  17:00～ 術後カンファレンス 

火  9:00～：病棟回診、外来   午後：外来検査（子宮鏡、子宮卵管造影） 

16:00～産婦人科カンファレンス 

水  9:00～：病棟回診、外来   午後：更年期・骨盤臓器脱外来、不妊外来、外来検査 

第 2 水曜日 16:00 からは小児科・産婦人科合同連絡会 

木  9:00～：病棟回診、外来   午後：手術 

17 時から術後カンファレンス 

金  9:00～：病棟回診、外来   午後：コルポスコピー外来、不妊外来 

 

指導医等 

部長 森 龍雄       医員 衣田 隆俊 

 

研修実施責任者 

部長 森 龍雄 
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〔明和病院 病理診断科〕 

研修の特徴と内容 

 【特徴】 

  病理診断科では、臨床各科から提出される病理組織材料・細胞材料の診断を行い、外科系各科

からの術中迅速診断に対応し、また臨床各科から依頼される病理解剖を行っている。このため病

理診断科の研修では、ほとんどすべての診療科にまたがった幅広い疾患について経験できうると

いう特徴がある。各診療現場において病理診断がどのような位置づけにあり、どのように診療に

貢献しているのかを目の当たりにできる。これは、病理医を志すものだけでなく、将来他科を目

指すものにとっても有意義なものと考えられる。 

 

【内容】 

① 一般目標 

各種病理診断を診断や治療に活用できるように、生検・手術材料の組織診断、細胞診、術中

迅速診断、病理解剖という主要な病理業務の内容・手技を理解し、実際に病理診断業務に参加

することで、診療現場における病理診断の位置づけや重要性について理解する。 

  ② 行動目標 

１．病理組織標本の作成手順を説明できる。 

２．細胞診標本の作成手順が説明できる。 

３．術中迅速病理組織診断標本の作成手順が説明できる。 

４．手術材料の肉眼所見の取得を適切に実施できる。 

５．手術材料の切り出しを適切に実施できる。 

６．病理組織診断書を適切に作成することができる。 

７．穿刺吸引細胞診の現場で標本作成ができる。 

８. 細胞診検査報告書を適切に作成することができる。 

９. 病理解剖を行うにあたり必要な書類について説明ができる。 

10. 病理解剖を行うにあたり遺体および遺族に対する配慮ができる。 

11. 病理解剖の基本的な手技を実施できる。 

12. 病理解剖報告書を適切に作成することができる。 

③ 研修内容 

１．病理組織標本・細胞診標本・術中迅速病理組織診断標本の作成手順について臨床検査技師

が実際に行っている作業を見学し、説明を受ける。 

２．上級医の手術材料の切り出し作業に同席し、肉眼所見の取得や実際の手術材料の切り出し

方について説明を受け、十分に理解できた段階でその指導のもとに肉眼所見の取得や実際

の手術材料の切り出しを行う。 

３．上級医から基本的な病理組織診断の考え方・手法について説明を受けると共に、実際に自

らも病理組織診断書を作成して上級医から指導を受け、さらに指導医からそのチェックを

受ける。 

４．穿刺吸引細胞診の現場に出向き、病変に則した適当な標本作成の指導を受ける。 

５．病理解剖を行うための準備について上級医から説明を受け、実際に病理解剖の実施に立ち
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会って基本的な手技を見学し、自らも病理解剖を実施する。標本の切り出しを上級医と一

緒に行い、病理解剖報告書を作成する。上級医・指導医から内容に関して指導を受け、そ

の指導のもとに剖検症例の臨床病理検討会において病理所見について説明する。 

④ 教育に関する行事 

  月 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖

消化器カンファレンス 

   火 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖 

     偶数月第２週：乳腺カンファレンス、奇数月第２週：病理解剖症例検討会（CPC） 

水 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖 

 木 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖、

抄読会 

金 指導医による組織診・細胞診の診断指導、術中迅速診断、手術材料の切り出し、病理解剖 

  土 指導医による組織診・細胞診材料の診断指導、手術材料の切り出し、病理解剖 

⑤ 研修評価 

１．自己評価 

２．指導医による評価 

３．臨床検査技師・細胞検査士からの評価 

４．研修内容の評価 

 

指導医等 

 部長：覚野 綾子     医員：梶本 仙子      

 

研修実施責任者    

部長：覚野 綾子 
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〔市立川西病院 内科〕 

【研修内容と特徴】 

   プライマリケアを的確に実践するために、内科診療において遭遇することの多い疾患を中心に

研修する。診察、検査を施行し、鑑別診断をし、治療方針を決定するのに必要な基本的事項を習

得する。同時にさらに高次医療が必要かどうかを判断できる知識・技術を身に付ける。また、患

者のＱＯＬに配慮しつつ、現在の医療レベルに見合う最良の治療を実践し、地域医療との連携を

含めた患者指導を行う能力を身に付ける。 

 

【研修の実際】 

１．研修内容は内科全般において研修可能であるが、特に院内医師の専門性から、消化器・肝

胆疾患、循環器疾患、糖尿病、呼吸器、神経疾患を中心に研修する。 

２．診断検査技術の研修としては、循環器では心エコー、消化器・肝胆では胃カメラ、腹部エ

コー、糖尿病・内分泌では頚動脈エコー、甲状腺エコー等の基本検査技術の研修を集中的

に習得する。 

３．外来研修としては、プライマリーケアに習熟することを目標とし、一般外来、投薬診、救

急外来において初診、再診、救急患者それぞれの状況における現病歴及び、現症のとり方

と、カルテ記載法、検査オーダー、処方、処置法、患者及び家族への病状説明法を習得す

る。 

４．研修では、専門分野の指導医に随時病棟において診断、治療さらにインフォームドコンセ

ントの取り方あるいはコメディカルとのコミニュケーション法の指導を受ける。マルク、

ルンバール、ＴＰＮ挿入等の臨床基礎技術の習得は日常臨床の過程で十分習熟可能。また、

救急／重症患者の受け入れも積極的に行っており、その際に救急治療の指導を随時行って

いる。気管支挿管、レスピレーター管理、電気的除細動、ペースメーカー手術、緊急内視

鏡的止血術等の補助や実践を行う。 

 

【教育に関する事項】 

月・金の夕方   研修医回診で内科全員により症例検討を行う。 

 

指導医等 

 副院長：厨子 慎一郎 はじめ 10名 

 

研修実施責任者 

副院長：厨子 慎一郎 
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〔市立川西病院 外科〕 

【研修内容と特徴】 

１．手術の適応の決定と手術の基本的手技を取得する。 

２．外科患者と麻酔の関係についての基本事項を取得する。 

３．術前、術後管理を学ぶ。 

４．手術に助手として参加する。 

５．ＣＴ、ＭＲＩ、エコー、カメラ等の読影訓練を行う。 

６．エコー、カメラ検査の実践訓練を行う。 

           （上部・下部・消化管） 

７．救急患者の処置を行う。 

８．緩和ケア 

 

【研修の実際】 

研修医に学んで欲しいことは、「外来での局所麻酔を用いた縫合処置や小手術」「救急患者への

対応」「ヘモ・ヘルニア・アッペ・下肢静脈瘤の腰椎麻酔下での手術」「乳癌・胃癌・食道癌・胆

石・肝癌・膵癌・大腸癌・直腸癌の全身麻酔下手術」などの外科治療は当然のことながら、疾患

それぞれの診断法、術前術後管理であります。そして各々の患者さんを全人的視野に立って自分

の身につけたそれらの技術を駆使して治療するということです。さらに、新しいことにチャレン

ジし自分を磨いていくということです。 

 

指導医等 

  副院長：土居 貞幸 

 

研修実施責任者 

  主任診療部長：杉本 圭司 
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〔市立川西病院 小児科〕 

【研修内容と特徴】 

 小児科診療に必要な基礎的知識、検査・手技、診察姿勢を習得するとともに、小児と成人との

異なる点や小児特有の疾患を理解し、日常よくみられる小児疾患のプライマリケアに対応できる

ことを目標とします。 

   また、入院診療においては、新生児を含む小児疾患への理解を深め、医療面接技術、診療手技

の上達を図り、診断の確定、治療方針の決定と実施ができることを目指します。さらに、患児、

家族に対して年齢に応じて説明を行い、同意を得ながら診療を行う姿勢を身に付けます。救急医

療については、二次救急医療機関としての役割の理解と診療を習得します。 

 

【研修の実際】 

 当科は、市立病院の小児科として地域医療においては二次医療機関としての役割を担っていま

す。感染症を主として気管支喘息などのアレルギー疾患、川崎病、痙攣性疾患など様々な疾患の

診療を行っています。ＮＩＣＵ体制ではありませんが院内出生児を主として新生児医療も行って

います。 

   小児は成長発達過程にあり様々な面で成人とは異なる対応が必要とされます。 

疾患についても小児特有のものも多く、診察所見、検査所見なども成人との相違を理解した上

での対処が必要です。成人との相違の理解や小児特有の疾患についてできるだけ多くを経験吸収

してもらい、少なくとも小児によくみられる救急疾患への初期対応が身につくことを目標として

おります。 

 

指導医等 

 主任診療部長：藤田 博 

 

研修実施責任者 

 主任診療部長：藤田 博 
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〔市立川西病院 産婦人科〕 

【研修内容と特徴】 

   産 科：正常妊娠分娩産褥経過をよく理解し、異常の早期発見、早期対応ができるようにする。

妊娠による母体変化の理解、特に母児の関係構築の支援、正常新生児の一般的診療など

についての基本的診療についての研修を行う。 

   婦人科（女性診療科）：婦人科良性疾患の診断治療を深める。 

              悪性腫瘍との鑑別診断について研修する。 

              不妊症の診断、治療について研修する。 

 

【研修の実際】 

 当科は現在、産婦人科専門医３名にて、地域医療を担っております。プライマリケアに必要な  

産婦人科の知識・技術の習得には適した環境であると考えております。 

   具体的な研修項目としては、 

・妊娠の検査、診断 

・正常妊産褥婦の管理 

・流、早産の管理 

・異常分娩（帝王切開等）の管理 

・急性腹症における産婦人科疾患の診断及び治療 

・婦人科悪性疾患のスクリーニング 

・婦人科良性疾患の診断及び治療 

・不妊症、内分泌疾患の診断及び治療 

                       等を予定しております。 

 

【教育に関する事項】 

日常診療以外のスケジュールとして 

毎週  入院患者に対する症例検討会および術前検討会 

 

指導医等 

 診療部長（嘱託）：尾﨑 圭一郎 

 

研修実施責任者 

 診療部長（嘱託）：尾﨑 圭一郎 
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〔医療法人晋真会 ベリタス病院〕 

研修の特徴と内容 

  １．当院の概要 

    所在地    川西市新田１丁目２番２３号 

    交通機関   阪急電車川西能勢口駅から能勢電鉄に乗り換え 

「多田駅」下車徒歩 7 分 

    病床数    １９９床 

    標榜診療科目 内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・一般外科・肛門科・整形外科・ 

小児科脳神経外科・産婦人科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科 

 

    患者数    入院患者数 １日平均   １５３．５人 （ 平成２７年 ） 

           外来患者数 １日平均   ３６１．４人 （   〃   ） 

           救急搬送件数  年間   ２，１８１ 件（   〃   ） 

           救急取扱件数  年間   ４，６５２ 件（   〃   ） 

 

   ２．当院の特徴 

    当院のある川西市は、兵庫県の東部、大阪府との県境にあり、北の丹波山系から南へ流れる

猪名川に沿って両脇を山に囲まれた南北に長い地形で、大阪のベッドタウンとして発展。奥の

猪名川町、能勢町、豊能町から大阪市内、京阪神中心部への人の流れの中継点であります。川

西市の人口は約１６万人、半径５キロメートル以内の診療圏人口、約２０万人、半径２キロメ

ートル以内で約６万人。救急医療については地形的にも、より北部の猪名川町、豊能、能勢町

（約７万人）含めて診療圏となっています。 

当院は、１９７９年に開設されてから、ベリタス病院の基本理念を忠実に実践し着実に地域

の皆様に愛される医療を提供してまいりました。良質な医療の提供を通して、地域の皆様が安

心して必要なときに、適切な医療を受けられる病院こそがベリタス病院の地域における役割と

認識しています。 

 

  ３．研修の特徴 

研修到達目標・研修理念のもとに当院では、病院から地域へ、地域から病院へ【継続医療】

を実現し、この地域での医療サービスの中心となり、基本的に地元で完結できる医療サービス

の提供を目指しています。初期研修医のトレーニングに大切なコモン・ディジーズの修練がで

きる事や、診療科間の垣根をはずした横断的な連携ができる事などが、特徴になります。一般

的に我々のような第一線病院で、現場、現場での実施診療研修はもちろんのこと、その地域、

地域でのニーズとその病院の役割、他の病院（診療所含めて）との役割分担の実際を勉強して

もらうことも研修の大きな目標です。 
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〔ベリタス病院 産婦人科〕 

【研修の特徴と内容】 

産科については正常分娩を中心に年間５００例程度の症例があり、妊婦検診、分娩の経過、分

娩時のプライマリ・ケアや帝王切開などについての研修をすることができる。 

婦人科については子宮筋腫や子宮内膜症などの良性疾患を中心とした診療を行っており、特に

腹腔鏡や子宮鏡などの内視鏡下手術に力を入れている。また不妊症診療も行っており、体外受精

などの高度生殖医療についての研修も受けることができる。 

 

【経験する事柄】 

内診や子宮頸部細胞診、子宮内膜細胞診の仕方などの基礎的事項の習得 

妊娠診断、異常妊娠との鑑別 

異常妊娠（子宮外妊娠、切迫流産、切迫早産）の診断、治療 

妊娠経過の観察（外来での妊婦検診、産科エコー診断） 

分娩の観察、診断、経験（内診、胎児心拍モニタリングの読映、会陰切開縫合） 

帝王切開の第一助手の経験 

婦人科超音波検査（経膣エコー）の経験と診断 

婦人科疾患の画像診断（ＣＴ、ＭＲＩなど）、良悪性の鑑別 

子宮卵管造影、子宮鏡検査の経験と診断 

内視鏡下手術（子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症）の経験 

不妊症診療の診断、治療 

 

指導医等 

産婦人科主任部長：横山 裕司  医 長：向井 ゆかり   

         医 長：池内 理江  医 員：富山 陽子 

   

  研修実施責任者 

主任部長：横山 裕司 
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〔ベリタス病院 小児科〕 

【研修の特徴と内容】 

小児を取り巻く複雑な環境のもと小児医療の充実が求められています。 

一方で、新生児診断学において“not doing well”何となく元気がない、という徴候名があ

ります。とりわけ、新生児領域においては、それが顕著であります。患児の全身状態から、五感

を駆使してその状態の把握に努めなければなりません。それ故、いかに正常な状態を診ているか

が重要となってきます。当院では、出生数が多く、新生児の診察を数多く経験することが可能で

す。また、外来患者数が多く、小児の初期診療を数多く経験できると思います。救急医療をして

いる病院ではありませんが小児医療を行うのに必要となる正常新生児（小児）や小児の初期診療

に関しては十分に経験できると考えます。 

プライマリ・ケア医として、小児医療の現場を経験し必要な初期の知識と技術を修得し、また、

患児と保護者との信頼関係の構築・コミュニケーションができるようにすることも習得します。 

 

【教育に関する行事】 

  月 火 水 木 金 土 

午 前 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

外  来 

新生児回診 

病棟回診 

１４：００～ ｱﾚﾙｷﾞｰ外来 １ヶ月健診  予防接種 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来 

（心エコー） 

※１３：３０～ 

  

１５：００～  予防接種  予防接種   

 

指導医等 

 小児科主任部長：井上 岳彦  医 長：石井 良樹  

 

  研修実施責任者 

 小児科主任部長：井上 岳彦 
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〔ベリタス病院 整形外科〕 

【研修の特徴と内容】 

整形外科は多岐にわたる運動器疾患に対する治療を行っている。骨折、靭帯、腱損傷などの外

傷は整形外科のみならず外科系診療においては最も頻繁に遭遇するものであり、これらに対し適

切な初期治療を身につけておくことは非常に有益である。診断から手術等の治療、その後の経過

の予測までトータルな計画が求められ、実際に治療者が一貫してその全経過に携わることが多い。

言い換えるとそれが整形外科の魅力のひとつでもある。また現代の高齢社会において運動器疾患

治療の必要性は今後ますます高まると考えられる。 

我々の研修方針は以上述べた内容に対し、以下の具体的理念をもって、望むことを基本として

いる。 

① 実際に多くの臨床の場に参加し診療を行い、基本的診断、手技をマスターするのはもちろん

のこと、診療ひとつひとつに自覚と責任をもってあたる基本的姿勢を身につける。 

② 整形外科はチーム医療であり指導医、他の医療従事者とのコミュニケーションを密にし、協

調性を身につける。 

③ 疾患のみにとらわれることなく、全人医療に心がける。 

④ 医学者として謙虚に真理を追究する姿勢を養う。 

 

【教育に関する行事】 

（必ず指導医とペアで望む） 

月 午前 外来診療    午後 手術 

火 午前 外来診療    午後 回診 カンファレンス（手術） 

水 午前 回診 手術   午後 手術 

木 午前 外来診療    午後 検討会、抄読会 

金 午前 検査      午後 手術 

土 午前 外来診療     

 

【研修の実際】 

① 問診、診察手技、画像診断法（単純 X 線像、ＣＴ，ＭＲＩ像）を身につける。 

② 一般的外傷、疾患に対する標準的な治療方針の立て方を会得する。 

③ 整形外科検査（関節造影、脊髄造影、神経根造影、椎間板造影など）の手技、読影法を身に

つける。 

④ 小外科基本的処置、ギプス包帯法、基本的手術手技の会得。 

 

指導医等 

院 長：辻村 知行   整形外科主任部長：柳川 哲司   部長：服部 匡次  

医 長：森本 佳秀   医 長：森本 佳秀  

 

研修実地責任者 

   院 長：辻村 知行 
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〔ベリタス病院 循環器科〕 

【研修の特徴と内容】 

循環器救急疾患は致死的状態に陥る可能性が高く、発症後速やかに対処する必要がある。地域

で唯一の緊急対応可能な施設として、可能なかぎり救急の受け入れを行い治療に取り組んでいる。 

循環器領域は内科の一領域であり、一般内科の知識（特に生活習慣病）の習得はもちろんのこ

と、患者診察に際し問診・理学所見・採血結果や非観血検査から本疾患に必要な精査・治療を考

察し提供するプロセスを踏むことの重要性について指導する。 

他の地域と同様に高齢化が進んでおり、患者層として高齢者が多く、このため他科との連携が

欠かせない。医師はチーム医療の一員かつリーダーであることを意識し、スタッフとの良好な関

係を構築する必要性を理解する必要がある。患者の大半は人生の先輩であることを常に忘れては

ならない。接遇面での指導も重視して行っている。 

研修の集大成として地方会レベルの学会発表を目標とする。 

 

【研修可能な疾患】 

急性／慢性心不全、虚血性心疾患、末梢動脈疾患、腎疾患（腎性高血圧症、慢性腎臓病）、深部

静脈血栓症、不整脈（徐脈／頻脈）、心筋症、弁膜症、大動脈疾患（保存的加療適応疾患のみ）、

生活習慣病（高血圧症・脂質異常症・糖尿病など）、急性循環不全、神経調節性失神など、循環器

領域のほぼ全領域 

 

【非観血検査について】 

   心エコー図（経胸壁／経食道）、頸動脈エコー図、腎動脈エコー図、末梢動脈エコー図、末梢静

脈エコー図、ＡＢＩ、マスター／エルゴメータ負荷試験、ホルタ―心電図、睡眠時無呼吸検査、

Head up tilt testなど 

 

【観血検査・治療について】 

   月曜日から金曜日まで毎日行っている。 

 １．虚血性心疾患（冠動脈造影検査、経皮的冠動脈形成術） 

 ２．末梢動脈疾患（末梢動脈造影検査、経皮的末梢動脈形成術） 

 ３．腎動脈疾患（二次性高血圧症に対して経皮的腎動脈形成術） 

４．肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（一時的あるいは永久型下大動脈フィルター留置術） 

５．不整脈（心臓電気生理検査、ペースメーカ移植術、植込み型ループレコーダ留置術、カテーテ

ル・アブレーション（心房細動を除く）） 

※ 急性心筋梗塞症・高度徐脈・頻脈発作・急性心筋炎・急性肺血栓塞栓症・急性下肢動脈血栓症・

敗血症性ショックなど重篤な緊急症例に対しては、上記手技に加えて緊急ペーシング法、薬物

的／電気的徐細動、大動脈内バルーンパンピング法、経皮的心肺補助装置、持続的血液濾過透

析療法を必要に応じて施行している。 

 

指導医等 

   循環器科主任部長：辻本 充  部長：羽田 健紀   

研修実施責任者 

   循環器科主任部長：辻本 充 
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〔公立八鹿病院プログラム〕 

１．研修プログラムの特色 

公立八鹿（ようか）病院は兵庫県北部南但馬地域の養父（やぶ）市にある 420 床の病院です。救急、

急性期医療に加えて、慢性期医療、予防医療、回復期リハビリ、緩和ケア、在宅医療など包括的ヘル

スケアを提供しています。 

大学病院では経験できない包括的地域医療を研修するプログラムであり、日本の近未来と言われる

高齢化地域で、豊富で偏らない症例を経験できることが特徴です。 

救急研修では、ER 型救急外来での研修に加えて、救急に必要な処置や検査の手技を研修します。地

域医療研修では、総合診療経験豊富な指導医のもと、偏らない豊富な症例を自ら担当し経験すること

で、鑑別診断能力、臨床推論能力を確実に身につけることが可能です。また、助産師出産や乳児健診

などの研修を行うこともできます。選択研修では、外科、麻酔科が選択可能です。 

 

２．臨床研修の目標の概要 

1) 医師として最低限必要なプロフェッショナリズムを身に付ける。 

2) プライマリ・ケアに必要な基本的な知識・技能・態度を身につける。 

3) 身体疾患をケアできるだけではなく心理面や社会面にも配慮した全人的医療を理解し身につける。 

4) 保健医療福祉の包括的ヘルスケアを経験し、チーム医療を理解する。 

5) 担当医として個々の患者に応じて問題点を明確にし、それを解決していく主治医能力を身につけ

る。 

6) UpToDate や文献検索など、情報収集により自ら学習できる能力を身につける。 

7) カルテ記載、退院時サマリーや紹介状、返書、各種診断書などを書ける能力を身につける。 

8) 症例をまとめることができ、発表できる能力を身につける。 

9) チーム医療のリーダーとして、他職種の役割を理解し、患者の立場にたって医療を提供する能力

を身につける。 

10) 医療の社会性に目を向け、地域住民の求める医療・介護・福祉にむけて実践できる能力を身につ

ける。 

11) 訪問診療、施設ケアなどを通じて、医療・介護・福祉の連携を学ぶ。 

12) 医療事故を防止するために，その要点を理解し医療事故発生時に適切に対応する能力を身につけ

る。 

13) 保険診療を理解し、適切な診療を行う能力を身につける。 

14) 後輩の医師や医学生に指導・援助できる能力を身につける。 

15) 健康教室などを通じて患者教育の経験をする。 
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３．アクセス 

高速バス（全但バス）利用 

全但バス 湯村温泉行き：三宮・県庁前～扇町土木所前（病院のすぐ前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスは予約制です。 

全但バスホームページ http://www.zentanbus.co.jp/highway_express_bus/ 

全但バス予約センター 06-6866-3147 

ＪＲ利用 

 

JR山陰本線八鹿駅下車 タクシー４分または、徒歩約１５分  
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自家用車利用の場合：（＊交通事故には十分注意してください） 

神戸、大阪方面からは、北近畿自動車道舞鶴若狭道路春日ＩＣから豊岡自動車道、遠坂トンネ

ル→和田山→八鹿氷ノ山ＩＣ→八鹿病院が便利です。 

姫路方面からのアクセスは播但自動車道→和田山→八鹿氷ノ山ＩＣ→八鹿病院が便利です。 

 

研修開始初日の午前中は当院への移動時間とし、午後から研修開始とします。また研修最終日は午

前中で研修を終了します。荷物が多い場合は、公立八鹿病院総務課へあらかじめ連絡した上で、宅急

便等で病院宛に送付してください。交通手段はアクセスの項目を参照してください。 

 

４．生活・食事・宿舎 

生活・食事面について 

院内にコンビニやレストランがあり、過疎地域ではありますが日常生活に不便を感じることはあり

ません。 

また、昼・夕食を病院内の職員食堂にて安価で提供します。 

宿舎について 

病院近隣にあります官舎（ワンルーム）を準備します。 
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〔公立八鹿病院 地域医療〕 

【研修期間と定員】 

1 名、2 ヶ月  

 

【研修の特徴と内容】 

総合診療科の外来におけるプライマリ・ケアを中心とした研修である。 

・豊富で偏らない症例を経験することにより、鑑別診断能力、臨床推論能力を身につけることが

できる。 

・指導医のもと外来の症例を自己決定型研修で行うことにより、臨床力を身につけることができ

る。 

・腹部及び心臓超音波検査を研修できる。 

・施設内はもちろん病診連携をはじめとする地域チーム医療を研修する。 

・希望者は助産師出産、乳児健診等を経験することができる。 

 

【研修医のカリキュラム】 

 総合診療科において外来症例の初期診療及び継続診療を経験する。 

希望者は助産師出産、乳児健診等を経験する。 

 

【教育に関する行事】 

 研修終了前：研修報告会 

 

指導医・上級医 

救急科・総合診療科部長  倉橋 卓男 

 副院長・産婦人科部長   津崎 恒明 

 産婦人科         松本 典子 

              尾崎 和彦 

 小児科          山崎 武美（非常勤） 

              吉田 真策（非常勤） 

指導責任者 

救急科・総合診療科部長  倉橋 卓男
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〔公立八鹿病院 救急科・総合診療科〕 

【研修期間と定員】 

1 名、2～3 ヶ月  

 

【研修の特徴と内容】 

公立八鹿病院は、西南但馬地域において中心的な二次救急指定病院である。また、兵庫県災害拠

点病院にも指定され、さらに、地元消防本部と連携し、救急救命士の病院実習等、プレホスピタル

活動において顔の見える関係作りをしている。当科は、救急車や walk in 受診の初診患者及び各科

定期受診患者の急病・急変患者対応を実施し、いわゆる北米 ER 型システムで運営され、年間に総

患者約１０，０００人、救急車約１，５００台（地元消防本部が９割を占める）を受け入れている。

平日日勤帯は救急専属医１名及び総合診療医１名、休日・夜間帯は総医局員と地元医師会協力医で

維持運営されている。院内・院外 ICLS コース開催や定期的な災害訓練を企画運営し、DMAT 隊員

育成にも努力している。 

 

【研修目標】 

①内因性疾患診療ができ、さらに患者トリアージや上級医へコンサルテーションができる。 

②病院前外相初期診療（JPTEC など）が理解でき、プライマリ・ケアとしての外傷初期診療ができ

る。 

③一次救命処置（BLS）が指導でき、二次救命処置（ALS）が実施できる。 

④災害対応訓練内容を理解し参加できる。 

 

【教育に関する行事】 

 研修終了前：研修報告会 

 

指導医・上級医  

救急科・総合診療科部長  倉橋 卓男 

 

指導責任者 

救急科・総合診療科部長  倉橋 卓男
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〔公立八鹿病院 外科〕 

【研修期間と定員】 

1 名、2～3 ヶ月  

 

【研修の特徴と内容】 

  当科では消化器悪性疾患を中心に、胆石症、急性虫垂炎など良性消化器疾患や鼠径ヘルニアなど

一般外科的な疾患に対して手術などの治療を行っています。 

外科研修に来られた先生方には、まず基本的事項として、社会人の基本姿勢、医師としての基本

姿勢を学んでいただきます。更に当科では癌などの悪性疾患を取り扱うことも多いため、一般目標

として患者への対応の仕方、守秘義務等についても学んでいただきたいと思っています。 

行動目標としては積極的に手術や外来処置に参加してもらい、さらに外科的診断法、手技･処置法を

修得してもらいたいと思います。また、内科系志望の医師にとっては今後外科的処置を学ぶ機会は

少なくなるため、この研修にて医師にとって必要不可欠な清潔概念、簡単な縫合･結紮処置等をぜひ

身につけていただきたいと考えています。 

  最後に、当科には若い医師も多く、共に行動することで、研修プログラムだけではわからない外

科医の実際の仕事内容が見えてきます。自分の手技で傷を治してあげられる充実感、手術を通じて

怪我や病気から命を救ってあげられたときに達成感なども若手医師がいることで共感できるかもし

れません。外科医もいいなと思える研修を提供したいと考えています。 

 

【教育に関する行事】 

月曜日 病棟回診処置、手術 

火曜日 病棟回診処置、手術 

水曜日 病棟回診処置、手術 

木曜日 病棟回診処置、手術、手術症例カンファレンス 

金曜日 病棟回診処置 

随時  上部および下部内視鏡検査、上部･下部消化管透視検査 

腹部超音波検査、ドライラボによる縫合･結紮訓練習 

 

指導医・上級医 

 副院長・外科部長  西田 勝浩 

 外科部長      大原 忠敬 

 外科        松田 祐輔 

  

指導責任者 

 副院長・外科部長  西田 勝浩  
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〔公立八鹿病院 麻酔科〕 

【研修期間と定員】 

1 名、2～3 ヶ月  

 

【研修の特徴と内容】 

一般的な手術麻酔全般の基礎知識、および技術を習得する。 

当院は典型的な少子高齢化地域にあり高齢者の麻酔が大部分を占める。 

呼吸、循環さらには中枢神経疾患を含めたハイリスク症例が大多数となり、いかに予備力の少な

い症例の麻酔を安全におこなうかが重要なポイントとなる。 

当然マニュアル通りの管理は困難であり個々の症例毎に応じた綿密な麻酔計画と技術が必要になっ

てくる。 

 

【研修の実際】 

（１） 初期研修 

  全身管理に必要な臨床的技術と知識を習得することを目的とし、個々の症例に応じた麻酔計画の

作成・術中管理・術後回診を指導医とともに行う。 

  麻酔技術の習得目標：全身麻酔法、各種局所麻酔法、人工呼吸法、気管挿管、静脈確保、内頚静

脈穿刺、動脈穿刺、腰椎穿刺など。 

 

（２）選択研修 

将来、麻酔科標榜を希望する医師のために麻酔医として必要な臨床的技術と知識を習得する。初

期研修の項目を各自がしっかりと習得することを目的とする。 

さらに硬膜外麻酔を含む専門技術の習得を行う。 

  希望すれば、ペインクリニックや緩和ケアの研修を行うことも出来る。 

 

【教育に関する行事】 

月～金 8:30～ 術前・術後症例検討会 

 月～金 8:30～ 手術室における麻酔および術後回診 

 月曜日 午前  重症症例術前診察 

 

指導医・上級医 

 管理者        富  勝治 

 麻酔科部長      坂本 昇太郎 

 

指導責任者  

 麻酔科部長      坂本 昇太郎 
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〔柏原赤十字病院 内科〕 

【概要】 

 所在地  兵庫県丹波市柏原町柏原 259番 1 

 交通機関  JR福知山線 柏原駅 徒歩２分 

    舞鶴・若狭自動車道 丹南篠山 ICから車で約 20分 

 病床数  一般病床 95床、感染症病床 4床  計 99床 

 附帯事業  健診センター・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所 

 ホームページ  http://www.kaibara.jrc.or.jp 

 

【特徴】 

当院は日本赤十字社が運営する 92 病院の一つです。赤十字病院の使命は、「困った人を助けるの

は人」という理念に基づく災害救護と救急医療です。当院は丹波市の地域プライマリ・ケアを担う

病院として、予防から慢性疾患の継続診療と救急対応、在宅医療などを包括的に取り組んでいます。 

 内科領域では循環器、糖尿病、消化器領域の専門医が中心となって総合内科診療を行っています。 

  電子カルテなどを導入し、研修環境の整備を進めています。 

 

【研修内容】 

 包括的な地域での総合診療を研修します。 

 （外来） 

  総合診療内科： 総合内科を中心とした初診中心の外来である。頻度の高い一般的な疾患を幅広

く自分で診療し、初期診断、検査計画、治療計画を立てます。 

  内科外来：  慢性疾患の継続治療を研修します。 

     高血圧、心疾患、糖尿病、消化器疾患、呼吸器疾患、肝疾患など 

 （検査） 

  消化器内視鏡検査を研修します。 

 （病棟） 

   肺炎、尿路感染症、敗血症、心不全、呼吸不全などの急性疾患の入院診療を担当します。 

   24 時間グルコース測定を使った糖尿病診療を研修します。 

   脳血管障害、要介護高齢者のリハビリテーション、退院支援を研修します。 

  （在宅） 

  訪問介護、訪問診療を研修します。 

 

指導医等 

 循環器内科：秋田 穂束  

 糖尿病内科：足立 和秀 

 消化器内科：浅井 毅、石井 新 

 総合内科（肝疾患を含む）：下村 壯治 

 

研修実施責任者 

院長：秋田 穂束 
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〔協立病院 一般内科〕 

【研修内容と特徴】 

臨床医に求められる知識、技能、態度を身に付け,患者の診療に必要な臨床的能力を修得する。

また、患者の問題を全人的にとらえ、患者および家族との良い人間関係が確立できるように指 

導する。 

当科は救急疾患、内科疾患全般、さらに消化器疾患を特に専門的に治療している。 

消化器科：消化器疾患の病態と特徴を理解し、的確な診断・治療ができるように指導する。 

 

【研修の実態】 

１．研修期間と受入人数 

１年次必修研修、２年次選択研修ともに、３ケ月を１単位として研修する。 

３ケ月毎に２名まで受け入れる。 

２．病棟における研修 

研修医は病棟指導医とともに受け持ち患者を数名担当する。 

患者への問診。臨床所見の取り方、検査法の修得と診断、治療の実際などを研修する。 

回診では症例の問題を整理し、プレゼンテーションを行う。 

３．外来における研修 

週に一度、部長とともに外来診察を行い、問診、診察方法を修得する。 

救急患者が搬入されれば、救急当番の指導医とともに診療に参加する。 

夜間は、指導医とともに内科救急当直につく。 

 

【教育に関する行事】 

月 午前  外来診療 

火 午前  胃内視鏡検査  午後  大腸内視鏡検査 

水 午後  症例検討、臨床抄読会 

金 午後  総回診 

 

指導医等 

内科部長：西原 当裕   内視鏡センター長：加藤 恭一   医 員：山口 晃良 

 

研修実施責任者 

内科部長：西原 当裕 
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〔協立病院 循環器科〕 

【研修内容と特徴】 

心臓カテーテル、心エコー、頚動脈エコー、運動負荷心電図、電気生理学など、臨床検査とし

ては、アイソトープ検査を除いては大学病院と同等の検査を行っている。経皮的冠動脈形成術（Ｐ

ＣＩ）も毎年１６０例程度施行しており急性冠動脈疾患への対応や院外心臓血管外科の連携も行

い、オンコール体制をとっている。ＣＣＵは５床を持ち、虚血性心疾患や重症心不全の治療を行

っている。ペースメーカー植え込み術も毎年５０例程度植え込みを行っている。問診、聴診、心

エコー、トレッドミル等のプライマリーな技術獲得を目標とする。カテーテル検査やＰＣＩ及び

ペースメーカー植え込み術のような侵襲的な手技は指導医のもとで参加する。 

また、チーム医療のリーダーとして、看護師やコ･メディカルとのコミュ二ケーション力も研修

として重視している。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間と受け入れ人数 

必修研修、選択研修ともに、3 ヶ月を 1 単位として研修する。3 ヶ月ごとに 1 名まで受け

入れる。 

２）病棟における研修 

指導医の許で患者を担当する。診療は全て担当医として行う。 

３）救急外来における研修 

救急外来に救急搬送される患者が多いので救急当番医と一緒に処置にあたる。 

 

【教育に関する行事】 

月 回診 医局カンファレンス 医局合同症例検討会（１/Ｍ） 

水 心血管造影検査読影 内科カンファレンス 

金 病棟循環器カンファレンス（多職種参加型） 

心エコーは読影は毎日。病棟における行動抑制カンファレンス等の参加は随時。 

 

指導医等 

部 長：小林 克弘    医 員：後藤 秀樹   医 員：和久 幸子     

医 員：木村 紀久 

   

研修実施責任者 

部 長：小林 克弘 
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〔協立病院 一般外科〕 

【研修内容と特徴】 

① 当院は消化器外科を主に地域に於る二次救急の中心に位置付けられている。 

② 総合的な外科診療を行う能力を身につけること 

③ 外科的治療を行うにあたり患者及び家族に対する充分な説明を行う能力を修得する 

④ 各種外科疾患に対する診断及び治療を計画、実行できる能力を修得する。 

⑤ 術前術後管理、術後補助化学療法等の修得を目的とする。 

⑥ 診断に関して超音波診断、上下部消化管造影、内視鏡診断の技術を修得する。 

⑦ ＣＴ、ＭＲＩ、超音波検査、血管造影などの画像診断に対する能力を高める。 

⑧ 外傷及び消化器外科の救急に対するプライマリーケア、緊急処置、緊急手術に対応できる能

力を修得する。 

 

【研修の実際】 

１．研修期間と受け入れ人数 

２年次必修では２ヶ月、2 年次選択では６ヶ月を１単位として研修する。受け入れ人数は

１名とする。 

２．病棟における研修 

研修医１名に対し指導医１名がマンツーマンで指導を行う。指導医とともに一部の患者で

は担当医として診療を行う。術前検討会では受け持ち症例のプレゼンテーションを行う。 

３．外来における研修 

週１回指導医とともに外来診療を行い、問診、診察、検査指示を行う。 

４．救急診療 

救急当番医とともに救急処置を修得する。夜間は２週間に１度指導医とともに当直業務に

あたり救急処置を修得する。 

 

【教育に関する行事】 

月 午前：外来診察        午後：手術、Ｘ線透視下検査治療 

火 午前：部長回診、超音波検査  午後：手術、術前術後検討会 

水 午前：院長回診        午後：手術、Ｘ線透視下検査治療 

木 午前：部長回診        午後：手術、病棟カンファレンス 

金 午前：内視鏡検査、外来診療  午後：手術、Ｘ線透視下検査治療 

    

指導医等    

部 長：松下 一行    医 員：大岩 寛治   医 員：吉田 康彦    

医 員： 福永 渉 

 

研修実施責任者 

部 長：松下 一行 
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〔協立病院 整形外科〕 

【研修内容と特徴】 

当科は、日本整形外科学会専門医制度による研修施設に認定されており、常勤医師５人が専門

医の資格を有している。スタッフが得意にしている分野は、関節外科、手の外科、スポーツ整形

外科、外傷などだが、扱っている疾患は圧倒的に外傷が多く、手術もその大多数が骨折を対象に

したものである。 

１）外来は、患者さんとの一番最初の接点である。問診および基本的な診察を行い迅速に診療計

画を練る必要がある。すなわち、更なる検査のオーダーや入院の可否、手術適応等もこの時

点で決定することを求められる。問診、理学所見の取りかた、Ｘ線やＭＲＩ、ＣＴ像の読影

などに習熟し、診療計画を練ることを目標にする。更に、脱臼や骨折の整復やギプス固定な

どの技術を身に付ける必要がある。 

２）病棟での業務では、きちっとした治療計画を立て、日々の患者の変化に敏感に対応する能力

が求められる。 

３）手術適応患者に対しては、術式の選択に必要な知識を身に付け、更にそれを患者に十分説明

し理解納得していただく必要がある。 

 

【研修の実際】 

１．研修期間は研修者の希望に応じて１～３ヵ月とする。 

外来研修：問診、理学所見の取りかた、Ｘ線の読影と治療計画の練り方を習得し、それを

患者に説明する。また、救急患者への対応も習得する。 

病棟研修：入院患者を受け持ち、治療計画を立て経過観察を行う。 

手術研修：受け持ち患者を中心に術者もしくは助手としての指導を受ける。 

２．骨折、脱臼の整復やギプス固定などの技術を身に付ける。 

 

【研修の実際】 

   月 午前：外来診察、手術   午後：カンファレンス 

 火 午前：外来診察、手術   午後：手術 

 水 午前：外来診察、手術   午後：手術 

 木 午前：外来診察、手術   午後：手術 

 金 午前：外来診察、手術 

  

指導医等 

 部 長：佐々木 聡   医 長：太田 一威   医 員：山中 酉佳倫    

 医 員：久保 伸之 

 

研修実施責任者 

部 長：佐々木 聡 
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〔協立病院 眼科〕 

【研修内容と特徴】 

 眼疾患は独自の病態だけでなく全身疾患の合併症としても重要であり、視力の損失は患者の

ＱＯＬを著しく損なうため、臨床医として正しくそれを診断し、加療を行なうことができるよ

うに知識と技術を修得する必要がある。 

１）眼科一般検査 

視力・視野検査などの測定法と細隙顕微鏡、眼底鏡を使用した診察法。 

２）前眼部疾患 

結膜炎（感染性・アレルギー性）、白内障、緑内障、ぶどう膜炎の正しい診断と治療。 

３）網膜硝子体疾患 

糖尿病網膜症、網膜動脈または静脈閉塞症、加齢黄斑変性症の診断と治療。 

４）神経眼科疾患 

視神経炎、甲状腺眼症、眼瞼下垂、外眼筋麻痺、眼瞼痙攣の診断と治療。 

５）救急疾患 

穿孔性眼外傷、眼窩吹き向け骨折、視神経管骨折の診断と治療。 

 

【研修の実際】 

１．研修期間と受け入れ人数 

３ヶ月を 1単位として研修する。３ヶ月ごとに１名まで受け入れる。 

２．外来における研修 

研修医１名につき指導医１名がつき研修を行なう。 

指導医とともに外来診療をおこない診察や診断の方法を修得する。 

３．手術室における研修 

       研修医１名につき指導医１名がつき研修を行なう。 

       清潔の概念と手術方法を見学して修得する。 

４．病棟における研修 

       研修医１名につき指導医１名がつき研修を行なう。 

       ベットサイドにて問診、臨床所見の取り方、検査法を修得する。 

 

【教育に関する行事】 

    月 午前：一般外来    午後：検査一般 

 火 午前：一般外来    午後：手術 

    水 午前：一般外来    午後：検査一般 

 木 午前：手術      午後：手術 

 金 午前：一般外来    午後：検査一般 

 土 午前：病棟回診 

 

指導医等    

部 長：宮浦 卓 

 

研修指導責任者 

  部 長：宮浦 卓 
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〔協立病院 泌尿器科〕 

【研修内容と特徴】 

泌尿器科的疾患を正確に診断し、適切に処置、管理できるための基本的知識と技能を習得する

修練を行う。 

１）泌尿器の理学的検査やレ線検査等を理解し、その手段を習得する。検査結果から正しい診

断結果を導くトレーニングを行う。 

２）前立腺生検や尿管ステント留置、経皮的腎瘻造設などの手技の理解と習得を目指す。 

３）泌尿器の手術的治療法、ＥＳＷＬ（腎・尿管結石破砕装置）の知識、手技を習得し術後管

理のトレーニングを行う。 

 

【研修の実際】 

１．研修期間と受け入れ人数 

３ヶ月を１単位として研修する。３ヶ月ごとに１名受け入れる。 

２．外来における研修 

週に１～２度、指導医とともに外来診療に従事して問診、診療方法、エコー及び膀胱鏡検

査、泌尿器科的処置を修得する。 

３．研修指導医とともに、レ線検査（ＩＶＰ、ＲＰ、ＵＣＧ、ＣＧ、等）、尿管ステント留置、

尿道ステント留置、経皮的腎瘻造設、前立腺生検、ＥＳＷＬ等の手技の修得に努める。 

４．手術における研修 

手術に立会い指導医の指示の下に助手としての役割をはたす。 

５．病棟における研修 

担当医として患者を受け持ち、指導医の下で問診、理学的所見の取り方、カルテ記載、検

査の実際、術後管理等を研修する。 

 

【教育に関する行事】 

   月  午前：外来           午後：手術  

   火  午前：外来（ＥＳＷＬを含む）  午後：検査・処置 カンファレンス 

   水  午前：手術           午後：検査・処置 

木  午前：外来（ＥＳＷＬを含む）  午後：手術 

金  午前：外来           午後：検査・処置 カンファレンス 

 

指導医等     

部 長：近藤 宣幸    医 員：梶尾 圭介    医 員：東郷 容和 

 

研修実施責任者  

部 長：近藤 宣幸 
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〔協立病院 放射線科〕 

【研修内容と特徴】 

① ＣＴ、ＭＲＩ、Ｘ－ＴＶ各種造影検査の基本的な手技の習得 

② 各種画像診断の能力を高める 

③ Ａｎｇｉｏ、ＴＡＥ等の技術の修得 

④ 救急患者に対する緊急処置の修得 

 

【教育に関する行事】 

月～土まで午前午後ともＣＴ、ＭＲＩ、消化管、ＩＶＰなどの読影を中心に行う。 

火 午後ＩＶＲ検査 外科合同カンファレンス 

水 内科との合同カンファレンス 

木 午前 上部消化管内視鏡検査 

 

指導医等    

部 長：山本 泰子 

 

研修実施責任者 

部 長：山本 泰子 
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〔公立宍粟総合病院プログラム〕 

  

１．病院の概要 

公立宍粟（しそう）総合病院は、兵庫県北西部に位置する宍粟市唯一の病院です。宍粟市は

京阪神と中国地方を結ぶ中国自動車道と、山陽と山陰を結ぶ国道 29号線が交差する西播磨内陸

の交通の要衝であり、面積は 658.6㎢と兵庫県土の 7.8％を占め、淡路島の約 1.1倍の面積を有

しています。当院は、西播磨北部における地域医療の中核となっており、12 診療科を有し、高

度医療、救急医療、人工透析、人間ドックなど地域ニーズに対応した医療の提供を行っていま

す。 

 

２．プログラムの特色 

 マンツーマン指導により、一般症例を数多く診ることができます。地域医療では地域の医療

サービスや病診連携のあり方を学ぶことにより医療連携についてより理解を深めることができ

ます。 

診療各科において経験豊富な指導医のもとで、豊富な症例を経験することができ、また、各

科の垣根が低いため、専門医やコメディカルスタッフの指導の下、一般診療に必要な疾患を多

数経験できます。 

  

３．臨床研修の目標 

一般的な診療において頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療

能力を身につけ、さらに患者の意思を尊重し、最適で安全な医療を提供できるようインフォー

ムドコンセントや診療録の記載方法、医療を提供する上で発生する諸問題の的確な把握と解決

手段の基礎知識を身につけることを目標としています。 

 

４．病院へのアクセス 

  自家用車利用の場合 

    中国自動車道を山崎インターで下車（鳥取方面） 国道 29号を北へ 

    最初の交差点を左折（千種・佐用方面） 

    4つめの信号を左折すると病院駐車場があります。 

 

  ＪＲ三ノ宮駅から 

    神姫バス三ノ宮バスターミナルから 山崎行 90分 

 

  ＪＲ姫路駅から 

    姫路駅北口バスターミナルから山崎行 

    ④乗場から 林田 経由 山崎行  約 60分 

     山崎バスターミナルから病院まで徒歩 5分 
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５．生活面について 

   医師用官舎を安価で貸与します。（病院まで徒歩 1分） 

   病院から徒歩 2 分にコンビニ、徒歩 5分にイオン山崎店があり、日常生活に不便はありません。

また、病院内に職員食堂（昼食のみ）、売店があります。 

   山間部ではありますが、高速道路利用で神戸、大阪にも 1 時間程度で行け、非常に便利な場所

にあります。 
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〔公立宍粟総合病院 内科〕 

【研修の内容と特徴】 

   臨床研修到達目標に基づき、臨床医療を遂行するための内科全般に対する基礎的知識と診療技

術を習得するとともに、医の倫理に沿った医療を実践する。 

   具体的には、以下のような能力を有することが期待される。 

   １）生涯教育を受ける習慣、態度を身につける。 

   ２）医療の科学的妥当性の判断力と探究能力を養う。 

   ３）自己の能力を自覚し、他の専門職と連携する能力を身につける。 

   ４）メディカルスタッフとの協調性を保ち、チーム医療の主導的立場を自覚する。 

   ５）診療を通し、患者ならびに家族との信頼関係が築ける人間的資質を身につける。 

６）高い倫理観と豊かな人間性を身につける。 

７）総合的な内科疾患の診断力を身に付ける。 

 

【研修の実際】 

１．消化器内科 

   消化器内科では、日常よく遭遇する消化器症状を理解し適切な診断方法を選択したうえで診断

に至ることが出来、適切な治療方法を選択し、指導医に報告することを初期目標とする。 

   ① 食道、胃、小腸、大腸に至る消化器疾患及び肝、胆、膵疾患等を扱っている。常に最先端

の検査と治療を取り入れ、消化器疾患に対する緊急を含めた総合医療体制を取っている。

研修を通じ消化器全般の諸疾患の病態把握、基本的手技及び救急処置法の修得ができる。 

   ② 上部下部消化管内視鏡検査、上部下部消化管透視、腹部エコー、造影超音波エコー、上部

下部消化管ポリペクトミー、粘膜切除術、粘膜下層剥離術、ＥＶＬ、ＥＲＣＰ、ＥＳＴ、

総胆管結石破砕術、各種ステント挿入術、ＰＴＣＤ、ＰＴＧＢＤ、ＰＥＧ、各種エコー下

生検、白血球除去療法など幅広い消化器疾患に対する検査、治療が修得できる。 

２．腎臓内科 

   ① 一次性の腎疾患のみならず、糖尿病、高血圧、膠原病等の全身疾患の発現場所である腎臓

の臓器特異性を理解し、的確な診断、治療、管理を行う能力を体得する。 

   ② 急性あるいは慢性期の病態に柔軟に対応し、患者さまに対しては疾患の理解と自覚を促し、

適切な生活指導を行う能力を体得する。 

   ③ 慢性腎不全の管理と透析導入、維持透析及び長期透析合併症の適切な対応が行える能力を

体得する。 

３．糖尿病・代謝・内分泌内科 

    糖尿病の代謝動態を的確に判断し、その病態にあった治療法を選択でき、また患者さまの生活

習慣、家族歴、食事内容、肥満の有無等を総合的に判断する能力を体得する。 

   ① 糖尿病の急性及び慢性合併症に対する適切な診断ができ、他科的疾患の併発あるいは手術

を要する糖尿病患者の管理、対応ができる。 

 ② ホルモン測定法、負荷試験の意義を理解し、それにより的確なホルモン動態を判断して治

療ができる。 

   ③ 肥満、高血圧症、高尿酸血症をはじめとする代謝疾患の病態を適切に判断して治療ができ

る。 

 ④ 眼科、透析、循環器をはじめとする各科医師及び栄養士、理学療法士、薬剤師、看護師と
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密に連携し総合的な糖尿病診断を行う。 

４. 循環器内科 

① 医療面接、身体診察、心電図検査、血液検査、画像検査などから、循環器疾患を診断し、治

療について方針を決定する能力を養う。 

② 専門医へのコンサルトは、循環器科診で行うことが出来る。 

③ 専門病院での研修についても、対応は可能です。 

 

５．呼吸器内科 

① 視診、触診、打診および聴診と血液検査、画像検査などから、呼吸器疾患の診断と治療を行

う能力を養う。 

② 専門医へのコンサルトは、呼吸器科診で行うことが出来る 

 

６．アレルギー・膠原病 血液 神経 感染症 内科 

① 臨床症状から各疾患の予想ができる。 

② 臨床症状から各疾患に適した検査をオーダーし、その結果を理解することができる。 

③ 検査データ 臨床症状から鑑別診断をあげられることができる。 

④ 各疾患に適した専門医に紹介できるプレゼンテーションができる。 

当院には専門医がいないため具体的目標は設置しない。実際の臨床の場で遭遇した各疾患

について専門医と連絡を取り合い研修する。 

紹介先の専門医に詳細を確認し研修に出張することは可能である。 

 

【教育に関する行事】 

月 午前：上部内視鏡検査、病棟   午後：医療監病棟回診、症例カンファレンス 

  火 午前：内科外科カンファレンス、 午後：透析穿刺、透析回診、病棟、心エコー 

       病棟 

  水 午前：腹部エコー、病棟     午後：下部内視鏡検査、ＥＲＣＰ、病棟、 

                       抄読会、ＣＰＣ1回/2ヶ月 

  木 午前：上部内視鏡検査、病棟   午後：下部内視鏡検査、ＥＲＣＰ、病棟、 

                       病診連携カンファレンス 1回/2ヶ月 

  金 午前：腹部エコー、病棟     午後：下部内視鏡検査、ＥＲＣＰ、病棟 

 

指導医等 

 医療監：山﨑富生  副院長・透析センター長：山城有機  診療部長：湯浅貞稔 

部長：川西 正敏 

 

研修実施責任者 

  副院長・透析センター長： 山城有機 
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〔公立宍粟総合病院 救急（麻酔科含む）〕 

【研修の内容と特徴】 

  救急は救急部において、内科・外科研修中に行う。平日日中は内科医一名、外科医一名の救急当番

を決めて対応し、夜間休日は内科系・外科系の医師の当直・オンコール制をとって対応している。ま

た、放射線技師（夜間は当直）、検査技師もオンコール制をとって対応している。 

麻酔科専門医は月・水・木曜日に神戸大学医学部付属病院麻酔科の非常勤医師により対応している。

それ以外の日は各科で対応しているが、全身麻酔は主に外科医が行っている。麻酔の研修は外科研修

中に行っている。 

 

【研修の実際】 

（基本的目標） 

  救急では救急における基本的手技を身につけ、さらに緊急を要する病態や疾病、外傷に対する適

切な診断・初期治療能力を養うことを目的とする。 

  救急外来を経験することにより、当院の地域医療の特性を見い出すことを目的とする。 

  麻酔科では麻酔をかけることだけでなく、麻酔研修を通じて臨床医としての必要な手技や診断能

力を養うことを目的とする。 

（具体的目標） 

  救急・麻酔科における基本的手技、基本的理解を修得する。症候に対する救急初期治療が出来る

ようになる。基本研修科目・必修科目における経験目標の中で救急（麻酔科含む）に必要な項目が

到達できること。特に地域医療の基盤となるプライマリケアの必要性を理解し、実践に必要な能力

を身につける。 

 

【教育に関する行事】 

手術日   外 科  ・・・ 月、水、木曜日 

      整形外科 ・・・ 水曜日 

      泌尿器科 ・・・ 月、水、木曜日 

        産婦人科 ・・・ 月、水、木曜日（月・水曜日は術中迅速病理診断可能） 

  緊急手術は随時対応可能 

  市内唯一の公的救急告示機関で、救急外来は 365 日毎日受けている。病例は、内科・外科研修中

に救急部において随時経験してもらいます。 

 

指導医 

  救急・（外科）  院長：山崎 良定   副院長：佐竹 信祐  部長：中島 幸一 

（麻酔）  末原 知美（非常勤） 

（内科）  医療監：山﨑 富生  副院長：山城 有機  部長：川西 正敏 

（整形外科） 藤野 圭太郎（非常勤）  村上 友彦（非常勤） 

 

研修実施責任者 

 院長：山崎 良定 
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〔公立宍粟総合病院 外科〕 

【研修の内容と特徴】 

（特徴） 

外科専門医制度修練施設、消化器外科専門医制度指定修練施設に認定されており、専門医取得を

めざす外科医に修練の場を提供する。 

その内容は消化器外科が中心である。その他、末梢血管外科、乳腺外科、救急手術（急性腹症な

ど）、外傷の創傷処理など日常で遭遇する一般的な外科疾患全般を経験する。 

（内容） 

消化器外科：開腹あるいは腹腔鏡手術によって消化器外科手術全般にわたって修練する。とりわけ

腹腔鏡手術は、胆嚢摘出術、虫垂切除術、ヘルニア手術、結腸直腸癌に適応。また、地域の二次救

急に対応し、急性腹症などの緊急手術も経験する。 

末梢血管外科：下肢静脈瘤手術、人工透析用シャント造設術など。 

乳腺外科：乳癌、その他乳房良性腫瘍など 

 

【研修の実際】 

（基本的目標） 

  外科医としての知識と技術の習得を第一目標とし、さらに外科治療を行うためのチームワークの

重要性を体得する。手術手技のみならず、術前術後管理を含めた緻密な全身管理を習得する。 

（具体的目標） 

  外科としての基礎的知識並びに技術を修得することを目標とする。 

  １）滅菌法の実際（手術の手洗い、創部処置、器具滅菌） 

  ２）基本的外科手術手技の習得（切開、剥離、糸結び、縫合、点滴など） 

  ３）外科侵襲と病態生理の把握 

  ４）術前・術後管理と術後合併症への対応 

  ５）救急患者に対するプライマリケアの管理 

  ６）手術標本の取扱い方とその実践 

  ７）臨床症例に関する研究会、学会地方会での発表 

  ８）外科系学会（日本外科学会、日本消化器外科学会など）のセミナーや研修会に参加 

 

【教育に関する行事】 

月 ～ 金     午前：病棟回診 

火         午前 8時 15分～内科・外科合同カンファレンス 

          午後 2時より総回診・術後カンファレンス 

金         午前 8時 20分より海外文献抄読会 

月・水・木     午後：手術室 ・・・ 手術、麻酔 

土・日及び休日   午前：病棟回診 ・・・ 自主参加 

その他外来手術、外来検査、外来外傷処置などは随時 

2ヶ月に１回（水） 午後 5時 30分～ 病理症例検討会 

2ヶ月に１回（水） 午後 5時 30分～ マンモグラフィー読影会 
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指導医等 

 院長：山崎 良定   副院長：佐竹 信祐   部長：中島 幸一 

 

研修実施責任者 

 院長：山崎 良定 
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〔公立宍粟総合病院 小児科〕 

【研修の内容と特徴】 

  当院は周辺人口をあわせると約５万人をカバーする。近隣に小児科の専門医がいないため地 

域の殆どの小児患者が当院に集まり対象となる疾患も様々である。業務は一般外来診療、嘆息、 

ネフローゼ、発達障害などの慢性疾患を対象とする特殊外来、予防接種や乳児健診などの保健 

医療、主に急性疾患の入院管理と新生児医療などがある。基本的にプライマリーケアが主であ 

る。 

 

【研修の実際】 

（基本的目標） 

  研修期間が短期であることを考慮しプライマリーケアに必要な診断能力、簡単な疾患の治療、 

 専門医に受け渡すまでの処置及びそのタイミングの取得を目指す。 

（具体的目標） 

  以下の３項目を中心に修得することを目標とする。 

  ① 新生児、乳幼児の異常所見の見分け方 

  ② 小児救急疾患の対応 

  ③ 日常診療でよくみられる症状、疾患に対する対応 

  ④ 新生児蘇生法の修得 

  慢性疾患の対応や、期間中に出会わなかった症例には症例問題、症例報告、テキストを用い 

 定期的にレクチャーを行う。また、蘇生法の実習を行う。 

 

【教育に関する行事】 

月 ～ 金     午前：一般外来診療 

月 ・ 金     午後：一般外来診療 

火         午後：慢性疾患診療 

火 ・ 水     午後：予防接種・乳児健診・一般外来 

※ 木       午後：産科手術立会（主に木曜日） 

地域輪番の当番日  救急外来 

 

指導医等 

 主任部長：前田 太郎   部長：小野 真佐奈 

 

研修実施責任者 

 主任部長：前田 太郎 
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〔公立宍粟総合病院 産婦人科〕 

【研修の内容と特徴】 

  臨床医としての必要な女性診療科における臨床的知識・技能を修得するとともに、医師とし 

て女性患者への対応を学び、信頼される医療者としての人格を磨くことを目的とする。 

  個々の患者にとっての最適の医療を、証拠に基づいて選択し提示できる医師の育成を目指す。 

 現在、産婦人科医師は３名（うち専門医３名）で、年間約 400 件の分娩（うち帝王切開 80 件） 

 と 200 件の手術（うち内視鏡手術 90 件、悪性腫瘍 33 件）を行っており、産科と婦人科のバラ 

ンスのとれた研修が可能である。 

 

【研修の実際】 

 １．女性特有の疾患による救急医療を研修する。 

   卒後研修目標の一つに「緊急を要する病気を持つ患者の初期診療に関する臨床能力を身に 

付ける」とあり、女性特有の疾患に基づく救急医療を研修する必要がある。これらを的確に 

鑑別し初期治療を行うための研修を行う。 

 ２．女性特有のプライマリケアを研修する。 

   思春期、性成熟期、更年期の生理的、肉体的、精神的変化は女性特有のものである。女性 

の加齢と性周期に伴うホルモン環境の変化を理解するとともに、それらの失調に起因する諸々の

疾患に関する系統的診断と治療を研修する。これら女性特有の疾患を有する患者を全人的に理解

し対応する態度を学ぶことは、リプロダクティブヘルスへの配慮あるいは女性のＱＯＬ向上を目

指したヘルスケア等、21 世紀の医療に対する社会からの要請に応えるもので、全ての医師にとっ

て必要不可欠のことである。 

 ３．妊産婦並びに新生児の医療に必要な基本的知識を研修する。 

   妊娠分娩と産褥期の管理ならびに新生児の医療に必要な基礎知識とともに、育児に必要な 

  母性とその育成を学ぶ。また、妊産褥婦に対する投薬の問題、治療や検査をする上での制限 

等についての特殊性を理解することは全ての医師に必要不可欠なものである。 

 

【教育に関する行事】 

月 ～ 金     午前：外来・病棟 

月         午後：症例検討会 

火         午後：検査 

水 ・ 木     午後：手術 

  金         午後：産科カンファレンス 

 

指導医等 

 主任部長：植木 健   部長：細谷 俊光   医長：広田 千賀 

 

研修実施責任者 

 主任部長：植木 健 
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〔公立宍粟総合病院 泌尿器科〕 

【研修の内容と特徴】 

  泌尿器科領域の理解を深め、特に日常診療で接する機会の多い疾患に対応する能力を養う。 

（指導目標） 

指導医の下で受持ち患者の検査・治療の基礎を学ぶ。 

 ① 外 来 

・ 適切な問診が行え、必要な検査を選定し実施することができる。 

・ 検査結果より病態把握、超音波検査・腎孟造影・ＣＴscan 等の画像診断の読影を学ぶ。 

・ 尿道膀胱ファイバースコピー等の尿道操作や経直腸的な検査・処置を学ぶ。 

・ 指導医の管理下に外来診療を行えることを目標とする。 

② 病 棟 

・ 指導医の下で入院患者の担当医を務め、患者の全身状態を把握し検査・治療の計画を 

    立てることができるよう学ぶ。 

・ 検査・治療計画を病状と併せて患者・家族に理解いただけるよう説明できるよう学ぶ。 

・ 検査・治療計画を可能な限り、１人で実施できることを目標とする。 

  ③ 手 術 

・ 当初は第二あるいは第三助手として泌尿器科手術を学び、手術記録を作成できること 

を目標とする。 

・ その後、小手術を指導医の指導の下で術者として実施する。 

・ 腰椎麻酔、仙骨ブロック、閉鎖神経ブロックを安全に行えるように学ぶ。 

・ 術中の患者の全身状態の観察および異常時の対応を学ぶ。 

  ④ 理解すべき泌尿器科疾患 

    尿路性器腫瘍、尿路結石、尿路機能障害、尿路・性感染症、尿路性器先天性異常等 

 

【教育に関する行事】 

月   外来診療    病棟回診 

火   外来診療    病棟回診、処置 

水   外来処置    手術、病棟回診 

木   外来診療    病棟回診、処置 

金   外来処置    病棟回診 

 

指導医等 

  部長：桑山 雅行 

 

研修実施責任者 

  部長：桑山 雅行 
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〔公立宍粟総合病院 放射線科〕 

【研修の内容と特徴】 

放射線診療に関する基礎的な知識と技術の習得を目標とする。基礎的な画像診断に関する読影力

を習得し、CT 下肺生検や気管支鏡などの肺癌診断手技の適応と研修を行う。また肝動脈塞栓術、リ

ザーバー、ラジオ波焼灼術（RFA）、血管拡張術（PTA）などの IVRの基礎知識や基本的な手技の習得

を目的とする。 

【内容】 

①一般目標 

指導者とともに読影や血管造影、IVR手技を行うことにより、技術的指導と読影に関する基礎的知

識の指導と読影の実際に関する留意点やレポートの作成方法の指導を受ける。 

②行動目標 

1.各種画像診断法の撮影原理を理解する。 

2.各種画像診断の適応を理解する。 

3.画像解剖を理解する。 

4.造影剤についての基本知識を有し、副作用に対処できる。 

5.読影レポートの基本と役割を理解できる。 

6.頻度の高い疾患について鑑別疾患をあげられる。 

7.消化管造影を指導下に実施できる。 

8.患者及び医療従事者の放射線被曝のリスク低減に配慮できる。 

9.医師、技師、看護師などのコメディカルと連携し、チーム医療ができる。 

10.IVRの適応と基本的な手技が理解できる。 

11.悪性腫瘍を有する患者に対する面接の仕方を理解できる。 

③研修内容（方略） 

  1.放射線業務はすべてスタッフの指導の下に行う。 

2.各種 IVRの適応、手技の確認を指導医と行う。 

3.画像診断は消化管造影、CT、MRI、単純写真、血管造影の読影を行う。 

4.外来、入院患者管理 

④教育に関する行事 

毎週火曜日 8：15～  外科内科カンファレンス 

第 3木曜日（隔月）18：00～ 症例検討会 

第 4金曜日（隔月）19：00～ 定点読影会（胸部症例） 

マンモグラフィー症例検討会（不定期） 

週間スケジュール 

曜日      午   前       午   後 

月 読影、消化管造影 読影 

火 読影、リザーバー外来 読影 

水 読影、気管支鏡、CT下肺生検 血管造影、IVR 

木 読影、消化管造影 読影 

金 読影、消化管造影 読影 

指導医等    部長：鈴木靖史 

研修実施責任者 部長：鈴木靖史 
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〔公立宍粟総合病院 地域医療〕 

【研修の内容と特徴】 

（特徴） 

   当院は人口約 4.2 万人の山間僻地にある市内唯一の公立病院で、西播磨北部の中核的な医療機

関です。救急告示病院として一次、二次の救急を周辺の佐用町、姫路市安富町、たつの市等の市

外からも受け入れています。そのため当院の診療圏は宍粟市と周辺の市町村を含め 8 万人程度で

す。 

   高齢者比率が全国平均より非常に高いために、高齢者の患者が多く、また寝たきりや認知症患

者等の介護・老健施設及び特別養護老人ホームが多くあります。 

   

１）救急外来では、上記施設等より紹介も多く、高齢者の手術及び総合治療等体験できる。 

  ２）市立の診療所（千種・波賀）において僻地医療、在宅医療が体験できる。 

  ３）内科、外科、さらに救急などの研修とともに地域医療の研修が可能である。 

  ４）産婦人科、小児科の研修とともに地域医療の研修が可能である。 

 

【研修の実際】 

  １ 地域医療の在り方と現状及び課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を身につける。 

 ２．救急外来を行うことで、緊急を要する病態や疾病、外傷に対する適切な診断、初期治療能力

を養うことを目標に、特に地域医療の基盤となるプライマリケアの必要性を理解し実践に必

要な能力を身につける。 

 ３．診療所で一定期間研修し、中核病院と診療所との連携や体制について体験する。 

  ４．地域における保健、医療、福祉、介護等、分野間の連携の必要性について学ぶ。 

 

【教育に関する行事】 

月 ～ 金     内科、外科の外来及び救急対応（ＣＰＡ・・・救急室） 

         夜間・休日  救急外来 

月         午後：内科総回診・症例カンファレンス 

火         午前：内科、外科、放射線科合同カンファレンス 

          午後：外科総回診・術前カンファレンス 

           

          病診連携カンファレンス １回/２ヵ月 

 随時  市立診療所の見学 

 産婦人科、小児科は各々プログラムに準拠する。 

 

【地域医療表彰】 

 病院  平成 17年兵庫県知事    救急業務へき地医療貢献表彰 

     平成 18年兵庫県医師会   地域住民の救急医療確保に貢献表彰 

 個人  院長 ： 山崎 良定 

      平成 17年全国自治体病院協議会  僻地医療貢献者表彰 

      平成 18年兵庫県知事       救急業務等功労者表彰 

      平成 18年兵庫県医師会      地域住民の救急医療確保に貢献表彰 
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     医療監 ： 山﨑 富生 

      平成 21年全国自治体病院協議会  へき地医療貢献表彰 

     副院長 ： 山城 有機 

      平成 24年全国自治体病院協議会  へき地医療貢献表彰 

     放射線科部長 ： 鈴木 靖史 

      平成 26年全国自治体病院協議会  へき地医療貢献表彰 

     小児科部長 ： 前田 太郎 

      平成 27年全国自治体病院協議会  へき地医療貢献表彰 

     泌尿器科部長 ： 桑山 雅行 

      平成 28年全国自治体病院協議会  へき地医療貢献表彰 

指導医 

  院 長：山崎 良定   医療監：山﨑 富生   副院長：佐竹 信祐 

  副院長：山城 有機 

 

研修実施責任者 

  院長：山崎 良定 
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〔市立芦屋病院 内科〕 

【研修内容と特徴】 

臨床の現場での臨床実務の体験を通じて、これまでに学んだ基礎的知識、医学的技術、診療技

能を更に拡充、体系化する。また病院内外の医療従事者、コメディカルスタッフとの協力体制を

通じ、病める人の全体像をとらえる全人的医療を学び、チーム医療を統括する能力、地域医療に

参画する視点を身につける。 

 

【芦屋病院の研修プログラムの特徴】 

（１）中規模の地域中核病院としての芦屋病院の特色を生かした研修 

・病診連携、福祉、介護施設との連携の実践 

・急性期病院（内科救急告示、外科救急告示、小児二次救急）での実務体験 

（２）芦屋病院、特に消化器内科、腫瘍内科、糖尿病内科、緩和ケア内科、循環器内科の専門性

を生かした研修 

・消化器内科全般：内視鏡治療、非侵襲的治療 

・腫瘍内科：化学療法、終末期医療 

・糖尿病内科：インスリン治療、インクレチン関連薬による治療 

・緩和ケア内科：緩和ケア病棟での治療 

・循環器内科：ペースメーカー治療、虚血性心疾患、陽圧換気療法 

（３）緊密なチーム医療体制 

・臨床各科との連携：各科の垣根を越えた（ボーダーレス）体制 

・コメディカルとの連携とチーム医療の実践 

（４）選択制に対応 

・将来の進路を視野に置いた選択プログラム 

 

【研修の実際】 

  ○研修医は上級医師の副主治医として診療へ直接参画する 

○院内各科で実施する臨床検査に積極的に参画する 

○上級医師の指導の元に院内業務（当直、救急業務）につく 

 初期６カ月間は補助的な業務にとどめる 

○ローテーション期間中は原則としてその科の患者の担当医（副主治医）となる 

   その間支障のない限り病院業務（当直、臨床検査、救急業務など）は平行して行う 

   指示、投薬、書類の記入、その他の決定は上級医師が行う 

○ローテーション期間中もその科に限らず適宜他科の症例も体験することができる 

 

【研修プログラム】 

１．研修期間：平成２９年４月～平成３１年３月 

・内科２～６カ月間（2ヶ月を1単位） 

・ローテーション順序については、受け入れ科の定員に応じて調整する場合がある 

２．研修スケジュール 

・単なる見学に終わらせず診療実務の中で基本事項を修得する 

・各ローテーション科で到達目標を設定し指導医が確認、評価する 
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・研修記録、受け持ち症例要約を各自・病院双方で保管する 

３．研修内容 

・内科 

コミュニケーション技術、診療の基本技術 

身体所見の取り方、基本検査手技 

単純レントゲン、心電図の解釈、エコー、内視鏡、造影レントゲン、ＣＴ、ＭＲＩな

ど画像診断 

血液・骨髄細胞の検鏡、細胞診 

緊急検査：血液算定、血液ガス、生化学 

治療技術、投薬、注射、輸血、中心静脈路を含む血管確保、呼吸、循環管理 

内視鏡治療など非侵襲的治療、癌化学療法 

代表的内科疾患の診断、治療、管理 

チーム医療、インフォームドコンセント、患者教育 

 

【教育に関する行事】 

毎朝８：３０～定例ミーティング 

   月     火       水       木       金      

──────────────────────────────────────── 

午前 胃内視鏡  大腸内視鏡     胃内視鏡        胃内視鏡       胃内視鏡 

   腹部エコー  上部消化管造影  上部消化管造影  上部消化管造影 注腸 

                  腹部エコー                      注腸           腹部エコー 

         腹腔鏡                                          

午後 大腸内視鏡                  大腸内視鏡      トレッドミル   心エコー 

   ＥＲＣＰ                    ＥＲＣＰ        血管造影 

   心エコー   

──────────────────────────────────────── 

回診  院長   副院長     血液・腫瘍内科              

                  循環器          カンファレンス 

糖尿病・内分泌 

消化器                           

                  カンファレンス                  腫瘍内科部長 

定例       内視鏡Ｘ線   医局会     消化器  

行事             検討会        症例検討会      グループ回診 

                    心電図研究会    ＣＰＣ          症例検討会 

              文献抄読会 

──────────────────────────────────────── 

指導医等 

病院長：西浦 哲雄   副病院長：竹田 晃  血液・腫瘍内科部長：白鹿 正通  

  糖尿病・内分泌内科部長：紺屋 浩之   循環器内科部長：北川 泰生 

  総合内科部長：片岡 政子  

研修実施責任者 

糖尿病内科部長：紺屋 浩之  
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高砂西部病院 初期研修プログラム 

〔地域医療研修プログラム(産婦人科・小児科) 〕 

【研修目標】 

＜一般目標＞ 

医療・福祉資源に制約のある地域特性を理解し、救急医療、初期治療ができ、地域での保健活動

や健康増進の行える臨床医として成長するために、日本の医療における地域医療がどのようなも

のかを知り、単に「医学」という学問だけでなく「保健医療」という社会的側面を考慮し、特定

の診療科にとらわれない総合診療を主体とした自立診療を経験する。産婦人科については、生命

倫理の多くの問題を包括する産婦人科学を正しく認識し、それを応用・実践して いく態度を身に

つける。小児科については、小児でよく見られる救急の対処ができるようになること。小児疾患

の診断・治療に必要な基本的な検査・処置ができるようになること。新生児の診察に慣れること。 

 

＜個別行動目標＞ 

① 地域の中小病院およびその附属診療所や施設が健康増進、健康維持に果たす機能と役割を述べ

ることができる。 

② 地域特性（高齢化や限られた医療・福祉資源や医療体制の問題）が、患者の罹患する疾患、受

療行動、診療経過などにどのように影響するかを述べることができる。 

③ 特定の診療科にとらわれない総合診療と全人的医療を行うに当たり、チーム医療や他職種との

連携の重要性を認識した診療をする。 

④ 地域において、患者の問題解決に必要な医療・福祉資源を挙げ、その地域または都市部の各機

関に相談・協力ができる。 

⑤ 診療情報提供書や介護保険のための主治医意見書、入院から退院までのソーシャルワークの計

画やリハビリテーションのオーダーの補助ができる。 

⑥ 疾患のみならず、生活者である患者に目を向け、患者とその家族の要望や意向、地域の実情を

十分に尊重しつつ問題解決する。 

⑦ 地域でのトランスポーテーションの方法について判断できる。 

⑧ 問題解決に必要な情報を、適切なリソース(教科書、二次資料、文献検索)を用いて入手、利用

することができる。 

 

【研修方略】 

＜研修の方法＞ 

    高砂西部病院の地域医療分野の研修の場として、２年次の２ヶ月間勤務し、指導医と共に外来

診療、入院診療などの実務研修を行う。院内の他職種とのカンファレンスなどにも参加し、予防

医学活動に同行する。救急搬送も体験する。 

○ 研修開始前 

① 研修目標や評価方法について、研修医の所属する研修担当責任者と事前に打ち合わせをする。 

○ 研修開始時 

① 研修開始時に研修医と共に研修のゴールを確認し、研修医の学びたいこと、指導医が研修医

に期待することを明確にしておく。  

② 研修する病院の業務および地域特性についてオリエンテーションする。 

○ 研修期間 
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① 特定の診療科に偏らず、一般的な疾患を有し、さまざまな背景をもつ患者を診察する機会を

もつ。 

② 新入院のカンファレンス、回診に参加する。 

③ 入院患者については、指導医または上級医と伴に毎日回診する。 

④ 他職種との合同カンファレンスにも参加する。 

⑤ 訪問診療・往診については研修医だけの単独診療にならないように注意し、指導医の了解の

もとで行う。 

⑥ 診療情報提供書、介護保険のための主治医意見書などの書類を指導医の言う内容の口述筆記

などして作成する。 

⑦ 入院から退院までのソーシャルワークの計画やリハビリテーションのオーダーの補助なども

指導医の了解のもとに行う。 

⑧ 外来診療や時間外の外来および当直業務は、指導医の監視下、もしくは、いつでも相談でき

る適切なオンコール体制で行う。 

⑨ 機会があれば健康教室への参加、なければ院内職員向けのレクチャーなどを行う。 

⑩ 機会があれば、予防医療活動や検診業務に指導医と伴に同行し、参加する。 

⑪ 救急患者への対応特に、高次医療機関への紹介や搬送については、指導医と紹介や搬送の適

応、その際の業務内容を十分考えた上で参加をする。 

⑫ 地域特有の疾患は適宜経験する機会をもつ。 

⑬ 産科では正常分娩、産褥管理、分娩介助、会陰切開縫合等実習する。 

⑭ 婦人科では、婦人科的診察法、術前術後管理、会陰裂傷縫合、腰椎、硬膜外麻酔等の手技を

経験する。 

⑮ 正常小児の精神発達、運動発達を具体的に学び、母子・家族関係等についても理解する。  

⑯ 発達段階における各疾患の内容、症候の変化について学ぶ。  

⑰ 患児や保護者とのコミュニケーションの方法を理解、習得して良好な信頼関係を構築する。  

⑱ 保護者からの問診や患児の観察から、適切かつ十分な情報を取得して円滑な診療を行う。  

⑲ 小児期に多いウイルス感染症、細菌感染症の年齢的特徴を知り、その診断、治療、管理を学

ぶとともに、予防接種について理解する。  

 

指導責任者 

新保 雅也(院長・研修実施責任者) 

大森 吉弘(名誉院長)  

名和 清彦(総長・産婦人科) 

工藤 直子(部長・小児科) 
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スケジュール（予定表）の一例 

１ヶ月目 

   月 火 水 木 金 土 

8:45～ 医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局ﾞ 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

9:00～ 

小児科外来 

小児科外来 

病棟 

レクチャー 

病棟 病棟 
病棟 

レクチャー 

外来 

病棟 

13:00～ 
小児科病棟 

内視鏡レ

クチャー 
 

１ｹ月 

検診 
  

14:00～ 
手術 

(ＰＥＧ) 

往診 

病棟 

外来 

予防摂取 

病棟 

往診 

病棟 

外来 

病棟 
 

16:00～ 
   

医局会 

症例検討会 

救急外来

回診・当直 
 

 

２ヶ月目 

   月 火 水 木 金 土 

8:45～ 医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局ﾞ 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

医局 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

9:00～ 
エコー・レ

クチャー 

産婦人科

外来 

産婦人科

外来 

病棟 

外来 

病棟 

外来 

病棟 

レクチャー 

外来 

病棟 

 

13:00～ 
 

内視鏡レ

クチャー 

健診・ 

ﾄﾞｯｸ 

１ｹ月 

検診 
  

14:00～ 
手術 

(分娩) 

往診 

病棟 

外来 

予防摂取 

病棟 

往診 

病棟 

外来 

病棟 
 

16:00～ 
   

医局会 

症例検討会 

救急外来・

当直 
 

 

※ 手術に関してはＰＥＧ造設または交換などあれば予定に組み込む。 

※ 研修期間内に当直を 1 回以上経験する。 

※ 研修期間内に分娩を経験する。 
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【姫路医療センタープログラム】 

 

当院の概要 

所在地   姫路市本町６８番地 

病床数   ４３０床 

診療科   内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科・外科・消化器外科・乳腺外科・

整形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉

科・リウマチ科・放射線科・リハビリテーション科・救急科・麻酔科・糖尿病内分泌

内科・血液内科・頭頸部外科・緩和ケア内科 

 

病院の特徴 

当院は、姫路市（人口 53.7 万人）のほぼ中央、世界遺産姫路城の旧城郭の一角に位置し、美術館、

歴史博物館、図書館、公園等に隣接した閑静で緑豊かな環境にあります。姫路駅まで徒歩 20 分、バ

ス 5 分と好立地にあり、姫路駅から三ノ宮駅までＪＲで 40 分、大阪まで 1 時間と交通アクセスは良

好です。院内には研修医宿舎を完備し、院内保育所もあります。 

兵庫県西播磨・中播磨医療圏の基幹病院であり、「地域医療支援病院」、「地域がん診療連携拠点病

院」、「地域災害医療センター」などの機能を備えて地域の医療を支えています。33 の学会専門医認

定施設の指定を受けており、学会活動が盛んで、多彩な症例を経験して実践的なプライマリ・ケア

が修得できます。さらに、ICU のほか、呼吸器センター・脳卒中センター・消化器センターが設置

されており、呼吸器外科・呼吸器内科・脳神経外科・消化器外科･消化器内科の機能充実を行ってい

ます。 

 

【政策医療の強化・推進】 

・地域災害医療センター（中播磨二次医療圏域）・NHO 災害指定病院 

・地域がん診療連携拠点病院・地域医療支援病院  

①がん診療に対する専門医療施設 ②循環器疾患に対する専門医療施設 ③骨・運動器疾患に対

する専門医療施設 ④エイズ拠点病院(指定：平成 8 年 1 月 16 日) ⑤難病医療に対する高度・先

駆的医療施設 

 

【その他の取り組み】 

①救急医療体制の充実・強化 ②内視鏡的治療の充実・強化 ③開放型病院としての医療体制の

充実強化 ④臨床研修教育施設としての、臨床研修、教育体制の充実  

⑤災害拠点病院としての体制強化 

 

研修目標 

本研修プログラムの理念は、将来専門医を目指す前段階において、医師が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、プライマリ・ケアの基本的な診療態度・技能・知

識を身に付けることです。 

十分なコミュニケーションの下に患者さんを全人的に診ることのできるよう、医師として必要な診療

能力を身に付けることを目的としています。 
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〔姫路医療センター 内科〕 

【研修の目的と特徴】 

  内科はあらゆる臨床医学の根幹をなすものであり、患者の全体像を把握するために医師として必須

の習得事項である。 

  当院は、内科学会、循環器学会、腎臓学会、呼吸器学会、気管支学会、アレルギー学会、消化器内

視鏡学会、消化器病学会、血液学会の専門医制度認定施設であり各々高度の診療を提供している。          

  当院の初期研修プログラムは、総合的、全人的な医療をめざす臨床医の基礎を形成することを目的

とし、将来専門医をめざす前段階として幅広い臨床能力を形成するためにも有用である。 

  内科研修については、研修期間が６ヵ月と短いのであえて内科各科のローテーションとせず、研修

期間を通じて各種疾患入院患者の担当医となり、指導医とともに診療に従事し、臨床医に必要な基本

的診療に関する知識、技能を習得すると共に、検査に関しては循環器科（心臓超音波検査、心臓血管

造影検査）、呼吸器内科（気管支鏡検査）、消化器内科（腹部超音波検査、内視鏡検査）を２ヵ月毎に

ローテーションし、担当以外の患者についても診療上必要な代表的検査を理解・実施できるよう学習

する。 

 また、２年目の選択科目として、内科の各専門診療科にて研修を受けることが可能である。 

 

【研修プログラム】 

 １）循環器内科 

    心電図、心臓超音波検査の読影を基本に虚血性心疾患、不整脈、心不全の診断治療を修得する。

ＣＣＵでの患者のケアや、心臓血管造影、ＰＴＣＡなどの高度な治療法についても学習する。 

  ２）呼吸器内科 

    胸部単純Ｘ線写真の正確な読影を基本に、気管支喘息、肺炎などの一般的呼吸器疾患の診断と治

療について修得する。呼吸不全における侵襲的・非侵襲的呼吸管理、肺癌の化学療法についても経

験を積む。気管支鏡検査や胸水穿刺を受ける患者のケアにも参加する。 

  ３）消化器内科 

    消化管・肝・胆・膵全領域について診断学の基礎を修得する。 

   指導医とともに治療を行い、腹部超音波検査、内視鏡検査、腹水穿刺などの基本的手技を学習す

る。超音波検査は独自で実施できることを目標とし、超音波検査、内視鏡、血管造影を用いた治療

が必要な患者のケアにも参加する。 

  ４）血液内科 

白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、再生不良性貧血、ＩＴＰ、骨髄異形成症候群などの診断治療を

学習する。 

  ５）糖尿病内分泌内科     

上記各科疾患以外の糖尿病、膠原病、内分泌疾患などの患者について診断治療を修得する。 

 

【研修に関する行事】 

  １）各科別に達成目標が明記され、研修終了時に評価を行い、フィードバックされる。 

  ２）週１回、入院患者の全体回診があり、担当以外の患者の疾患についても学習できる。 

  ３）各種勉強会が定期的に開催されており、学会活動も盛んである。 

  ４）内科（循環器科、呼吸器科、消化器科）全体の勉強会と入退院報告会が週１回開催されている。 

  ５）病理解剖が可能であり、ＣＰＣが開催されている。 
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指導医等 

内科医長：嶋崎 明美（プログラム責任者）  循環器内科医長：西本 紀久  

副院長：中原 保治             臨床研究部長 ：河村 哲治 

消化器内科医長：和泉 才伸                呼吸器内科医長：塚本 宏壮 

糖尿病内分泌内科医長：畑尾 満佐子        リウマチ科医長：岡本 享 

血液内科医長：日下 輝俊 
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〔姫路医療センター 外科〕 

【研修の目的と特徴】 

 外科研修においては、すべての研修医が患者のプライマリー・ケアに対応できる基本的診療能力と

外科治療対象疾患に対する適切な処置を習得することを目標とする。 

  外科治療は侵襲を伴う治療法であり、何より患者の安全性が要求される。このためには、的確な術

前診断に基づいた手術適応の決定と、適正な手術と術後管理が重要であり、術前診断・手術適応・術

後管理の基本について学習する。 

  また、外科診療はチーム医療が中心となることから、医療チームの一員としての連携・協働の在り

方の基本を身に付ける。 

 

【研修目標】 

１）基本的な診察法を習得する。 

     ① 問診（患者又は家族より、適切な時間内に、必要十分な情報を得る。） 

     ② 全身の観察（バイタルサイン、皮膚の状態、精神状態など） 

     ③ 頭頚部の診察（リンパ節、甲状腺など） 

     ④ 胸部の診察（呼吸音、心音、乳房など） 

     ⑤ 腹部の診察（腫瘤、腹水、腹膜刺激症状など） 

     ⑥ 肛門部の診察（直腸診など） 

     ⑦ 四肢の診察（浮腫、循環障害、静脈瘤など） 

   ⑧ 外科治療以外の治療法の選択 

２）下記の基本的検査を受持患者の検査として経験し、結果を解釈できる。 

    簡易検査（血算、生化学、検尿など）、動脈血ガス分析、心電図、超音波検査、Ｘ線透視検査、 

消化管内視鏡検査 

３）下記の基本的な治療法・手技ができる。                             

治療法：一般的な薬物療法（抗生剤、鎮痛剤など）、抗腫瘍化学療法、輸液・輸血・血液製剤の使

用、呼吸・循環管理、栄養法（食事摂取、経腸栄養、中心静脈栄養）            

    手 技：注射法（皮内、皮下、筋肉、静脈）、採血法（静脈血、動脈血）、穿刺法（中心静脈、腹

腔、胸腔、腫瘍など）、導尿法、浣腸、圧迫止血法、包帯法、消毒法、ガーゼ・包帯交換、

ドレーン・チューブ類の管理、胃管の挿入と管理、局所麻酔法、簡単な切開・排膿、結紮

法（糸結び）、皮膚縫合法、軽度の外傷・熱傷の処置 

４）がんの診療を中心に終末期医療について学習する。 

     ① 苦痛緩和のための薬剤使用（麻薬など）。 

     ② 精神的ケア。 

     ③ 告知をめぐる諸問題への配慮、死生観・宗教観などへの配慮。 

     ④  臨終の立ち会いを経験する。 

 

【研修に関する行事】 

 毎週金曜日に病棟カンファレンスを行っている 

 

指導医等 

院長：和田 康雄 
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統括診療部長：佐藤 誠二 

外科医長：松下 貴和 

外科医師：福垣 篤 
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〔姫路医療センター救急・麻酔〕 

【研修の目的と特徴】 

救急・麻酔について３ヶ月間の研修を行う。期間が短いため、「麻酔ができるようになる」ことを目

標とはせず、指導医のもとで麻酔管理をともに行うことを通じて、臨床研修における経験すべき検査・

手技の大半を習得することを目的とする。 

 

【研修目標】 

１）主として手術室内での麻酔管理を通じて研修を行うが、引き続いてＩＣＵで術後管理を行うこ

とにより、集中治療について学習し、全身管理に必要な基本手技を習得する。 

２）また、研修期間中に熱傷、中毒、多発外傷等特殊な症例がＩＣＵに入室した際には、その研修

を優先させる場合もある。 

  ３）麻酔指導医のもと、術後集中治療が必要となるような重症例を中心に周術期管理を行い、周術

期における全身管理を理解する。 

  ４）指導医とともに術前回診におもむき、手術前の患者とのコミュニケーションを通じ基本的な診

察手技、麻酔計画の立案並びにそれに基づく患者及び患者家族に対するインフォームドコンセ

ントを経験する。 

  ５）手術室内での麻酔管理を通じて、以下に記す臨床研修における経験すべき検査・手技を確実に

習得する。  

   必修項目・基本的手技 

   ① 気道確保 ②  人工呼吸（バッグマスクによる徒手換気を含む） 

   ③ 注射法（皮下注、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

      ④  採血法（静脈血、動脈血） ⑤  腰椎穿刺  ⑥  導尿法  ⑦  胃管の挿入と管理 

      ⑧  局所麻酔法  ⑨  気管挿管 

  必修項目：基本的治療法 

      ①  輸液   ②  輸血 

  ６）２次救急輪番日のＩＣＵ当直又は外来救急診療を通じて、緊急を要する下記の病態を経験する。 

 心肺停止、ショック、意識障害、脳血管障害、急性心不全、急性冠症候群、急性腹症、急性消化

管出血、外傷、急性中毒、熱傷、骨折、関節・靱帯の損傷及び障害 

こういった症例を通じて、救急患者の重症度判定、トリアージを行い、二次救命処置（ＡＣＬ

Ｓ）を習得する。 すなわち手術室内で修得した各種手技に加え、以下のことを習得する。 

    

必修項目・基本的手技 

①  心マッサージ ② 除細動 

  必修項目：医療記録 

①   死亡の確認、死亡診断書（死体検案書）の交付 

 

指導医等 

救急科医長：礒部 尚志 
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〔姫路医療センター 脳神経外科〕 

【研修の目的と特徴】 

 医師法に規定する臨床研修の理念に則り、脳神経外科的救急患者をはじめ各種脳神経外科疾患の初

期的診療に関する知識・考察力を養い、脳神経外科の特殊性に基づいた診断法と治療法を学習すると

ともに、将来脳神経外科専門医となるための基礎をつくることを目的とする。 

 

【研修目標】 

・集中治療室において、重症患者の管理法や各種モニター 類の取扱方法を学習する。 

 ・脳神経外科患者の主治医の補佐として、下記の術前・術後患者の管理法・病態を経験する。 

  基本的開頭術、血管内手術、穿頭・脳室ドレナージ術、慢性硬膜下血腫除去術、 

シャント術、骨弁形成術 

 ・主治医の補佐として下記の検査を経験し、検査法の選択と診断能力を養う。 

   脳神経学的検査法、他の補助検査法（Ｘ線単純撮影、脳・脊髄血管撮影法、 

脊髄造影法、Ｘ線 CT、MRI、核医学的検査、脳波検査、誘発電位検査、超音波検査） 

 ・脳神経外科的手術手技の学習 

 ・消毒法、清潔・不潔の判断、手術体位のとりかたについて学習する。 

 ・下記の疾患、病態を経験する 

1.脳・脊髄腫瘍 

 2.脳血管障害：脳動脈瘤、脳・脊髄動静脈奇形、脳出血、虚血性脳血管障害、モヤモヤ病 

 3.外傷性疾患：頭蓋・脊髄外傷、慢性硬膜下血腫 

 4.脊椎・脊髄・末梢神経疾患：頸椎・腰椎椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症 

 5.小児疾患：水頭症、奇形 

 6.機能的疾患：三叉神経痛、顔面痙攣、てんかん 

 その他  

  

【研修に関する行事】 

脳神経外科においては、中枢神経系及び末梢神経系に直接操作を加える手術・検査が多く、常に不

可逆性の神経障害を生じる危険性を伴っている。従って少しの気のゆるみが重大な医療事故に繋がる

危険性があることから、脳神経外科研修の重点項目として、医療安全管理に関する教育を実施してい

る。また、週に二回全体カンファレンスを行っている。 

 

指導医等 

脳卒中センター部長：鳴海 治 

脳神経外科医長：織田 雅 
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〔姫路医療センター 整形外科〕 

【研修の目的と特徴】 

整形外科は、救急、外来治療のみならず、慢性疾患に対しても保存的あるいは手術的治療をとおし

て、患者のＱＯＬの向上を目的に近年急速に発展してきた科目で診療分野が多岐にわたっています。

研修ではその基礎的な知識、技術の習得を目標としますが、研修期間が短いため、外傷などの初期診

療をはじめとした整形外科の基本的手技の習得を主たる目的とします。 

 

【研修目標】 

 〈一般目標〉 

・患者を全人的に捉え、患者の社会的背景やＱＯＬに配慮できる。 

 ・病歴及び理学的所見を正確に把握する能力を習得する。 

 ・腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれの症状、病態を把握できる。 

 ・関節リウマチ、変形性膝関節症、脊椎性疾患、骨粗鬆症の自然経過、病態を理解する。 

 ・上記疾患の検査、鑑別診断、初期治療計画の立案ができる。 

 ・整形外科領域疾患の理学療法の処方及び指導管理ができる。 

〈経験目標〉 

 ・外傷・骨折などの初期治療（創傷処置・整復・ギプス・牽引・手術適応の診断など）について学習

する。 

・各種手術及び術前・術後管理について学習する 

・２次救急輪番の外来診療を通じて関節・靱帯損傷や重度複合傷害などの病態を経験する。 

 ・単純Ｘ線検査の診断能力を身に付ける 

 ・X 線 CT、MRI、関節造影、脊髄造影検査の読影について学習する。 

 ・下記の疾患の病態を経験し、診断、検査、治療方針を学習する。 

    開放骨折を含む損傷、骨盤等重度複合損傷、脊椎骨折及び損傷、 

脊椎前方固定術・脊椎椎弓固定術対象者、 

脊椎インストルメンテーション手術対象者、大腿骨頸部骨折 

股関節・膝関節等人工骨頭置換術対象者、臼蓋形成術対象者、 

指断指再接着術対象者、鏡視下半月板手術対象者、顕微鏡下手術対象者 

 

 

指導医等 

整形外科医長：山川 知之 

整形外科医師：櫻木 淳史 
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〔姫路医療センター 呼吸器外科〕 

【研修の目的と特徴】 

  肺癌、縦隔腫瘍、自然気胸、膿瘍など頻度の高い疾患に対する病態の理解、手術適応の決定、イン

フォームドコンセント、術式の選択、実際の手術手技、術後管理について理解する。また、胸腔穿刺、

胸腔ドレナージなどの基本的な処置技術を習得する。 

 

【研修の条件】 

 喫煙は当科で扱う主要疾患である肺癌の原因となっているばかりでなく、呼吸器外科手術の術後の

術後経過を左右する重大な因子である。術前術後の禁煙指導は重要な意味を持っており、指導を行う

側の一員となる当科の研修生には喫煙を許可しない。 

 

【研修に関する行事】 

 下記の週間予定にしたがって、指導医のもとで研修する。手術には原則として助手で参加すること

になるが、３ヶ月目以降においては開胸、閉胸操作、また習熟の程度に応じて術者を経験する。１ヶ

月間におよそ 30例の外科手術を経験する。全手術の 70％は胸腔鏡を用いた手術である。 

 

月 午前：手術 午後：手術 

火 午前：外来 午後：病棟カンファレンス（１５：００～） 

水 午前：手術 午後：手術 

木 午前：外来 午後：手術 呼吸器科・放射線科合同カンファレンス（１６：００～） 

金 午前：手術 午後：手術 術前カンファレンス（１５：００～） 

  

※月、水、金の午後は手術に参加しない場合は、１３：３０より呼吸器内科医の指導で気管支鏡検査

の研修を行うことが出来る。 

 

指導医等 

 呼吸器センター部長：宮本 好博  

呼吸器外科医長：植田 充宏 

呼吸器外科医長：長井 信二郎(教育研修室長) 

呼吸器外科医師：山田 徹 
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〔姫路医療センター 皮膚科〕 

【研修の目的と特徴】 

皮膚疾患の高度な専門的知識・診断・治療技術を修得し、関連領域に関する広い視野をもって診療

内容を高める。 

. 

【研修目標】 

・皮膚科の進歩に積極的に携わり、患者と医師との共同作業として医療の推進に努めるとともに医の

倫理の確立に努め、医療情報の開示など社会的要望にも応えられることを目指す。 

・皮膚の正常構造、機能および病態生理の知識に基づき、皮膚疾患の診断上必要な一般的診断法およ

び検査法を修得し、さらに全身および局所療法の一般的原則および適応を実施できることを目標と

する。 

・皮膚疾患の診断を正確に行うために発疹学を修得し、一般的および皮膚科学的検査法を理解し、さ

らに皮膚病理組織学の基本的事項を修得する。 

・皮膚疾患に対する適切な治療法の基本的事項を説明し、主要な治療法を実施する。 

 

指導医等 

 皮膚科医長：福田 均 
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〔姫路医療センター 泌尿器科〕 

【研修の目的と特徴】 

本プログラムは２年間の研修期間のうち、２年間にローテイトする診療科の一つとして泌尿器科を

選択した研修医のための卒後研修プログラムである。つまり、将来、泌尿器科医にならない医師であ

っても、最低、知っておくべきことを習得するための研修を目的とする。 

  研修期間において、外来・病棟業務を行い、泌尿器科における頻度の高い症状・疾患を経験し、基

本的な知識・技能をできる限り身に付けることを目的とする。 

 

【研修条件】 

 泌尿器科スタッフやレジデントと共に働くので、チーム医療を身に付ける。身だしなみに気を付け

る、原則はネクタイ着用、サンダル、Ｇパンは禁止 

  Hairdye‘毛染め’は膀胱癌の原因と考え、膀胱癌患者に白髪染めをやめるように生活指導している

ため、いわゆる茶髪は禁止。同様に Smoking も膀胱癌の原因と考え禁煙指導しているので、喫煙者は

節度を持って喫煙すること。 

 

【研修目標】 

〈一般目標〉 

外来診療において、問診、診断、検査、鑑別診断、治療などを適切に実施する能力を養う。 入院診

療においては、代表的な泌尿器科疾患の診断、治療、手術手技について学習する。 外来で診た患者を

入院させ、手術をし、退院、外来でフォローと、一連の診療を経験することにより、全人的医療を身

につけ、医師としての自覚を養う。 

 

 〈経験目標〉 

・下記の検査を受け持ちの患者で実施し解釈できる。 

   検尿、ＤＩＰの読影、エコー検査 

・下記の疾患の鑑別診断ができるよう、学習する。 

  単純性尿路感染症と複雑性尿路感染症の鑑別診断、前立腺肥大症と前立腺癌の鑑別診断 

 ・下記疾患の入院患者の受け持ちとなって、診断・治療ににおける基本的な考え方を理解し、術後管

理、化学療法の基本を習得する。 

   前立腺癌、前立腺肥大症、腎癌、膀胱癌、尿路結石、尿路感染 

 

指導医等 

 泌尿器科医長：岩村 博史 
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〔姫路医療センター 眼科〕 

【研修の目的】 

眼科の代表的な疾患の病態と診療の進め方の理解、眼底検査等基本的知識・技術を修得する。 

 

【研修目標】 

〈外来〉 

  外来患者の診療の流れを理解し、各種基本検査法を習得する。 

 1.病歴聴取・カルテ記載  2.細隙灯顕微鏡  3.眼圧測定 

 4.眼底検査（直像・倒像・眼底検査用コンタクト）  5.隅角検査 

 6.他覚的・自覚的屈折検査法  7.視野検査  8.色覚検査 

 9.眼位・両眼視検査  10.複像検査  11.眼底写真・蛍光眼底造影検査 

 12.超音波検査 

  

〈病棟〉 

  指導医（医長）と２名で入院患者を受け持ち、術後管理、投薬、各種処置（点眼、洗眼、注射等）

について学習する。 

 

〈手術室〉 

 1.局所消毒の修得 

 2.眼科手術の麻酔法、基本的術式、各種手術機器の使用法について学習する。 

 3.主として白内障手術の助手を務める。 

 

〈経験すべき症状、疾患、病態〉 

1.視力障害  2.視野傷害  3.眼痛  4.充血  5.屈折異常  6.白内障  7.緑内障 

 8.糖尿病、高血圧、動脈硬化による眼底変化を代表とする眼循環障害、虚血性疾患 

 9.網膜剥離 

 10.網膜色素変性症、加齢黄斑変性症を代表とする先天性、後天性網膜変性疾患 

 11.ぶどう膜炎を代表とする炎症性疾患 

 12.角結膜炎  13.視神経炎 
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〔姫路医療センター 耳鼻いんこう科〕 

【研修の目的と特徴】 

本プログラムは２年間の研修期間の内、耳鼻咽喉科のローテイトを選択した研修医に対するプログ

ラムである。 

 耳鼻咽喉科の代表的疾患の病態の理解及びその診断・治療を習得する。 

 

【研修に関する行事】 

 当科では下記の週間スケジュールで耳鼻咽喉科の基本的手技や検査、手術手技などを習得する。 

 

月 外来 手術（午前・午後） 

火 外来 手術（午後） 術前・術後カンファレンス 

水 外来 術前・術後回診 

木 外来 手術（午前・午後） 

金 外来 術前・術後カンファレンス、術前・術後回診 

 

外来業務. 

 1.病歴聴取の方法 

 2.全身所見の診察法、顔面・頚部の視、触診検査 

 3.耳鏡検査、鼻鏡検査、後鼻鏡検査 

 4.間接喉頭鏡検査 

 5.内視鏡による鼻・副鼻腔、上咽頭、喉頭、下咽頭の検査 

 6.聴力検査 

 7.平衡機能検査 

 8.各種画像検査の読影 

  

 単純Ｘ線検査、下咽頭・食道透視、CT 検査、MRI 検査、超音波検査. 

  

以上の検査手技を習得し、総合的な診断ができることを到達目標とする。 

 

指導医等 

耳鼻いんこう科医長 ： 魚住 真樹 
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〔姫路医療センター 形成外科〕 

【研修の目的と特徴】 

形成外科とは身体の中でも顔面、手足など外から見える部位の修復を行う外科治療学の一分野であ

る。創傷に対する処置の方法や縫合法など、外科治療の基礎となる知識および手技を習得する。 

 

【研修目標】 

◆一般目標 

 ・形成外科で取り扱う疾患について広く理解する。 

 ・救急患者に対する初期治療について習得するとともに形成外科基本手技に対する理解を深める。 

 ・治癒が遷延する創傷に関して、その理由や治癒させるための科学的な考え方を学び、創傷治癒に関

する理解を深める。 

  

◆行動目標 

 ・形成外科的な観点からの病歴聴取ができる。 

 ・手術前後の全身管理および局所に対する処置ができる。 

 ・顔面骨骨折の検査および診断ができる。 

  

◆経験目標 

 ・皮膚縫合法、特に真皮埋没縫合を経験する。 

 ・皮膚軟部組織損傷に対する取り扱い（洗浄、デブリードマン、縫合法など）を経験する。 

 ・植皮術（タイオーバー法および採皮）を経験する。 

 ・慢性皮膚潰瘍に対する原因検索、処置方法および手術療法を経験する。 

 ・各種皮弁および遊離組織移植（マイクロサージャリー）の助手を務める。 

 ・その他、各種形成外科手術の助手を務める。 

 

指導医等 

形成外科医長 ： 石椛 寛芳 
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〔姫路医療センター 放射線科〕 

【研修の目的と特徴】 

本院の放射線科選択コースでは、放射線医学の３本柱である放射線診断学、放射線治療学、核医学

の基本能力の習得を目標とします。 

  現代医学は放射線医学抜きで語ることはできず、将来、放射線科医になろうとする研修医のみなら

ず、関連全科の研修医のためのトレーニングコースにしたいと思います。 

 

【研修目標】 

・基本的画像診断法（単純Ｘ線、CT、MRI、RI、US、上部下部消化管造影、血管造影）の適応と実施

法について学習する。 

・上記の読影法を学ぶ。ただし、研修期間が限られているため、特にＣＴの読影に重点をおく。 

・インターベンショナルラジオロジー全般の基本知識・技術について学習する。 

・放射線治療の適応、実施法について学習する。 

・悪性疾患患者の病棟主治医となって臨床経験を積み、実際の診断・治療を学ぶ。 

 

指導医等 

診療部長 ： 丸田 力 
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〔神戸アドベンチスト病院 地域医療（産婦人科・小児科）〕 

【研修内容と特徴】 

140 年前、米国ミシガン州のバトルクリークから始まったアドベンチスト医療は、「全人的癒し

をめざして（To Make Man Whole）」をモットーに掲げてきました。私たちの医療が、単に身体の

治療だけではなく、人間全体の癒しをめざすものでありたいと願い、当院では「キリストの愛と

確かな医療をもって心と体の癒しをめざします」との理念を掲げている。 

産婦人科は産科部門・婦人科部門・不妊部門に分かれており、それぞれが特殊な専門性を持っ

た医療を提供している。産科部門では 24時間体制の無痛分娩（和痛分娩）を行っており、年間約

300人の妊婦様（当院分娩例の約 6割）が無痛分娩をされており、大変満足され高評価をいただい

ている。通常業務として無痛分娩を行っているため、常時無痛分娩の研修が可能である。婦人科

部門では子宮疾患に対して開腹手術ではなく子宮鏡下手術を中心に行っており、また骨盤臓器脱

疾患に対してもメッシュをはじめ最先端な様々な術式を展開しており、子宮鏡下手術・骨盤臓器

脱手術においては共に日本有数の手術件数を誇っている。また不妊部門では、一般不妊検査・治

療から顕微授精まで行っている。医師には話しづらい相談や質問に対しては、認定不妊カウンセ

ラーが親切丁寧に対応し心のケアをも行っている。 

小児科では、新生児から青少年期（中学生）までの幅広い範囲でケアを行っている。少子化が

問題となっている昨今ですが、子育てに悩みや問題を抱えている方々も数多くいる。そのような

方々が気軽に診察・相談を受けることのできるケアを目指している。また、特定機能病院の小児

科と異なり、全くの初診患者が対象となる。症状を訴えることのできない患児の中から専門医療

機関へ紹介を要する疾患を見極める能力が求められる。 

 

【研修の実際】 

① 一般目標（GIO） 

  ＜産婦人科＞ 

   産科部門：正常の妊娠・分娩・産褥の管理に必要な知識を修得し、それから逸脱する徴候を早

期に見つけることができる。 

  婦人科部門：女性の骨盤内臓器の解剖および生理機能を理解し、良性・悪性疾患の検査・診断・

治療を修得する。 

 生殖医療部門：月経周期におけるホルモン動態から妊娠に至るまでのプロセスを系統的に理解し、

各種検査法や治療法を修得し、また体外受精が行われている実際の現場を見学する。  

 

  ＜小児科＞ 新生児および小児を全人的に診察できる医師となるべく研修を目標としている。新

生児および小児の診察・診断・治療に必要な徴候を正しくとらえ、基本的疾患にお

ける初期対応の知識と技術を修得し、また、保護者との信頼関係の構築およびコミ

ュニケーションが取れるようになることも研修する。 

 

② 行動目標（SBO） 

  ＜産婦人科＞ 

  １．産婦人科領域の基本的診断法 

   ・女性患者の心理に配慮しつつも必要不可欠な月経、妊娠歴のほか性にかかわる問診と病歴の

把握ができる。 
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   ・原因検索のための適切な検査（ホルモン値、腫瘍マーカー、画像診断）をオーダーすること

ができ、分析ができる。 

  ２．産科部門 

   ・妊娠検診の一般的手技を説明できる。 

   ・胎児心拍数図を正しく評価できる。 

   ・基礎的な産科超音波断層法（胎児計測、胎児および付属物の異常）の分析ができる。 

   ・正常妊娠における母体変化の評価と胎児の発育、成熟の評価ができる。 

   ・合併症妊娠についての基礎的知識を修得する。 

   ・異常妊娠および異常分娩における胎児の病態の特徴を説明できる。 

   ・無痛分娩の仕組みを理解する。 

   ・正常分娩、異常分娩を経験する。 

   ・自然分娩と無痛分娩の違いを経験する。 

   ・正常新生児の管理ができる。 

   ・産科手術の基礎を修得する。 

  ３．婦人科部門 

   ・問診からある程度の病変が推測できる。 

   ・画像診断（超音波検査、CT、MRIなど）ができ、内診所見と合わせて内、外性器の評価ができ

る。 

   ・子宮頸癌、体癌のスクリーニング検査（細胞診）結果の判定ができる。 

  ・コルポスコピーの所見が理解できる。 

  ・子宮鏡検査の所見が理解できる。 

  ・骨盤内臓器の解剖が理解でき、臓器脱の程度が評価できる。 

  ・婦人科手術の基本的手技を修得する。 

  ・術前、術後管理の基本を理解する。 

  ４．生殖医療部門 

   ・月経周期におけるホルモン動態を説明できる。 

   ・妊娠成立のメカニズムを説明できる。 

   ・不妊症の原因、診断の進め方、治療法について説明できる。 

   ・内分泌疾患について具体的に説明できる。 

   ・腹腔鏡検査の適応および術式を列挙できる。 

  ５．その他 

  ・更年期以降の疾患について、病態、診断法、治療法を理解する。 

  ・婦人科急性腹症の初期対応ができる。 

 

  ＜小児科＞ 

   ・疾患を診るのではなく、小児およびその児を取り巻くすべてを診る全人的診察を基本として、

小児の家族と良好な人間関係を確立できる。 

  ・新生児・未熟児・先天異常症などの診断、治療に関する知識を修得する。 

  ・新生児から小児の成長と発達、検査の正常値などを理解し年齢に適した評価ができる。 

  ・正常小児の成長発達、小児保健（予防接種を含む）の基礎知識を理解し、家族に適切な指示、

指導ができる。 

・新生児および小児に対する診察法、検査法、治療法を修得する。 
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・新生児および小児のトリアージができ、緊急処置、蘇生法を修得する。 

・周囲のスタッフとのコミュニケーション能力を持ち、チーム医療ができる。 

 

③ 方略（LS） 

  LS1：外来診察 

  ・指導医と一緒に患者、患児の診療を担当し、患者、患児の家族への対応と医療面接について研

修する。 

・外来処置、検査を指導医の下に行う。 

 

  LS2：病棟診察 

  ・指導医と一緒に患者、患児の診察を担当し、身体所見の取り方について研修する。 

  ・指導医と一緒に患者、患児の診察を担当し、診察手技および検査手技を修得する。 

  ・医局カンファレンスで担当患者のプレゼンテーションを行う。 

  ・指導医と一緒に患者、患児の治療を行い、治療方法や薬剤に関する知識を修得する。 

  ・指導医と一緒に患者の手術を助手として担当し、手術の基本手技を研修する。 

  ・指導医と一緒に患者の手術を助手として担当し、他分野とコミュニケーションをとりチーム医

療の重要性を研修する。 

 

【研修評価（EV）】 

   基本的にＥＰＯＣで評価する。 

 

指導医等 

 産科部門：伊田 昌功 

 婦人科部門：辻 芳之、伊藤 善啓 

 生殖医療部門：半田 雅文 

 小児科：田原 俊夫 

 

研修実施責任者 

    産婦人科：伊田 昌功 
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[西脇市立西脇病院初期研修プログラム] 

 

１ 研修プログラムの特色 

  西脇市立西脇病院は、兵庫県北播磨地区に位置し、災害拠点病院、救急指定病院（ヘリポートあ

り）、地域がん診療連携拠点病院などの認定を受けています。 

研修を通じて、多くの急性期疾患に対応できる総合診療医の育成を目指します。産科、小児科も

院内研修可能です。症例は多く研修は充実しており、ストレスのない研修環境を準備し、研修医の

希望を入れ何事にもフレキシブルに対応しています。各研修医師の机上に配布されたＰＣで

UpToDate®、Procduros CONSULT 可能です。 

 

２ 臨床研修の目標 

  研修医は、特定の専門分野にしばられることなく、全人的なプライマリー・ケアを実践する必要

があり、将来専門分野に進んでも、必要な診療に関する基本的な知識、技能及び態度の習得を目的

としています。 

  初期研修医の到達目標 

 ⑴ 臨床医として幅広い知識、技能、態度及び教養を積極的に身につけ、自ら学んでゆく学習感を

養うこと 

 ⑵ 予防医学、健康増進活動から社会復帰、リハビリテーションまでを念頭においた基本医療計画

を立案できる疾病観念を養うこと。 

 ⑶ 医療は住民への奉仕であり、医師とは奉仕する職業であるという崇高なヒューマニズムを身に

つけること。 

 ⑷ 頻度の高い疾病や外傷の処置ができること。 

 ⑸ 救急患者の応急処置ができ、専門医に紹介できること。 

 ⑹ 老人、障害者などの介護もできること。 

 ⑺ 患者の状態に応じて、他科または指導医に紹介できること。 

 ⑻ 診療録を正確に記録し、伝達申し送りができること。 

 ⑼ チーム医療の中で、協力して診療ができること。 

 ⑽ 患者およびその家族との信頼関係を確立できること。 

 

３ アクセス 

 ⑴ 自動車利用 

    中国自動車道（滝野・社ＩＣ）→国道 175号線８㎞（10分） 

⑵ 公共交通機関 

ア バス利用コース 

   ＪＲ新大阪駅から神姫バス（西脇行き）約60分 

   ＪＲ三ノ宮駅から神姫バス（西脇行き）約60分 

イ 電車利用コース 

   ＪＲ神戸線「加古川駅」乗り換えＪＲ加古川線「西脇市駅」下車（加古川駅から約40分） 

   ＪＲ西脇市駅から神姫バス（西脇病院行き）約10分 
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４ 生活・食事・宿舎 

 ⑴ 生活・食事面について 

   院内には、職員食堂や売店があり、また、院外の近くにもコンビニやレストランがありますので

、特に日常生活に不便を感じることはありません。 

 ⑵ 宿舎について 

   病院の敷地内にあり、キッチン、風呂、トイレを完備したワンルームの部屋（オール電化）と

なっています。 
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〔西脇市立西脇病院 地域医療（産婦人科・小児科）〕 

【研修内容と特徴】 

１ 小児科(産婦人科)の特殊性を学ぶ 

２ 小児（母子）保健活動を学ぶ 

３ 基本的診療能力を身につける 

４ 基本的な検査手法・治療法を習得する 

５ 関連他科の診療技術を習得する。 

 

【研修の実際】 

① 一般目標（GIO） 

   １ 一般診療能力の養成 

   ２ 患者・家族教育技量の習得 

   ３ 地域医療との連携・社会福祉資源・小児(母子)保健に関する知識の習得 

② 行動目標（SBO） 

    患者のみならずその家族とも好ましい信頼関係を築くことができる小児科（産婦人科）医師

としての態度を醸成する。 

③ 方略（LS） 

   １ 病棟業務 

   ２ 外来業務 

   ３ 当直と救急外来 

   ４ 検査 

   ５ カンファレンス 

   ６ 発表 

 

【教育に関する行事】 

   院内研究発表会の参加 

 

【研修評価（EV）】 

   日本小児科学会の「小児科医の到達目標」に準ずる評価を行う。 

   日本産婦人科学会の「産婦人科医の到達目標」に準ずる評価を行う。 

 

指導医等 

 阿江 孝 

佐伯啓介 

 

研修実施責任者 

 阿江 孝 

佐伯啓介 
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〔三田市民病院 脳神経外科〕 

【研修内容と特徴】 

1. ２年間の初期研修医、その後の４年間の研修を継続して行うことで、日本脳神経外科学会専門医認

定制度における認定医試験の受験資格を取得することができる。 

2. 兵庫医科大学脳神経外科を基幹施設とした研修プログラムの一環として、当院は関連施設として、

その研修を行う。 

3. 脳神経外科の基礎知識を習得するために、選択科目としての初期臨床研修を行う。 

4. 地域の基幹病院として、頭部外傷や脳卒中診療、脳腫瘍など脳神経外科疾患全般の初期診療から診

断・治療を研修する。 

5. 脳卒中などの神経疾患に対するリハビリテーション医療に関わる。 

6. 変性疾患、小児神経外科などについて診断や初期治療について研修する。 

 

【研修の実際】 

①  一般目標（GIO） 

代表的な脳神経外科疾患（脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍など）を正しく診断して適切な初期治療を行え

る能力を取得する。 

②  行動目標（SBO） 

1. 意識レベルをすぐに正しく判定できる。（技能） 

2. バイタルサイン、身体所見を迅速に把握できる。（技能） 

3. 神経学的診察を実施できる。（技能） 

4. 神経学的所見を評価できる。（解釈） 

5. 基本的な治療手技を実施できる。（技能） 

6. 状態に応じ適切な検査を指示することができる。（問題解決） 

7. 検査結果を理解できる。（解釈） 

8. 検査結果から診断ができる。（解釈） 

9. 回診で症例提示ができる。（技能） 

10. 診断に基づき手術適応を判断できる。（解釈） 

11. 初期治療で用いる薬剤の選択ができる。（問題解決） 

12. 簡単な手術で助手が勤められる。（技能） 

13. 簡単な手術症例の術後管理が実施できる。（問題解決） 

14. リハビリテーションの適応を判断することができる。（技能） 

15. リハビリテーションの評価や訓練内容・結果を理解することができる。（解釈） 

16. 患者・家族への分かりやすい初期説明ができる。（態度） 

17. 病棟スタッフやコメディカルと良好なコミュニケーションができる。（態度） 

③  方略（LS） 

1. １０人前後の入院患者を受け持ち、指導医、上級医のもと診療に参加する。 

2. 簡単な手術では、助手、通常の手術では第２助手として手術チームに加わる。 

3. カンファレンス、回診、抄読会に参加する。 

 

【教育に関する行事】 

1. 回診 
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月曜日～金曜日 8時 30分～9時 

2. 脳神経外科‐リハビリテーション科合同カンファレンス 

木曜日 16時 30分～17時 30分 

3. 脳神経外科‐リハビリテーション科合同回診 

火曜日、金曜日 8時 30分～9時 

4. 抄読会 

不定期 

 

【研修評価（EV）】 

 基本的にＥＰＯＣで評価する。 

1. 自己評価 

研修医手帳へ経験症例を記入しＥＰＯＣを入力する 

2. 指導医による評価 

研修医手帳の記入状況、ＥＰＯＣへの入力状況、行動目標達成度などを上級医、指導医の合議で評

価する。 

3. 看護師による評価 

ＥＰＯＣを用いて看護師からの評価を受ける。 

4. 研修内容の評価 

研修医により脳神経外科研修の評価をＥＰＯＣを用いて行う。 

 

指導医等 

医長 垣田 寛人 医師 能勢 明徳 

 

研修実施責任者 

医長 垣田 寛人 
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[西宮渡辺病院 麻酔科] 

【研修内容と特徴】 

麻酔科としての全身管理、各種手技を経験することは勿論であり、それを通じて安全な患者管理を

行うことの重要性を身につける。 

 

【研修の実際】 

①一般目標 

周術期管理の中での麻酔科の役割を通して、手術室内での患者の権利を守る医療の実践者として

行動することを学ぶ。 

 

②行動目標 

標準的な全身麻酔法について学び、呼吸・循環管理、輸液療法、術前患者評価を身につける。ま

た気管挿管、中心静脈確保などの手技を身につける。 

 

③方略 

周術期の中での患者評価、身体所見、一般検査所見などから適切な麻酔管理法を導き、その管理

に必要な麻酔戦略を構築する能力を身につける。 

 

【教育に関する行事】 

手術室での全身麻酔管理 

周術期患者の術前訪問 

術前麻酔カンファレンス 

学会活動 

 

【研修評価】 

基本的に EPOCで評価する 

 

指導医 

  麻酔科部長：垣内 英樹 

 

研修実施責任者 

  院長：佐々木 健陽 
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[西宮渡辺病院 整形外科] 

【研修内容と特徴】 

  整形外科では、骨折などの外傷をはじめ、腰椎椎体骨折、腰部脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアな

どの脊椎疾患、骨粗鬆症など幅広い領域を治療している。 

  また、人工関節センターでは、変形性関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死、顆部骨壊死などに

対し全人工膝関節、単顆型人工膝関節、全人工股関節の手術をしている。 

 

１）外来は患者さんとの一番最初の接点であり、問診および基本的な診療を行い緊急性の有無を見

分ける能力を取得する。 

すなわち更なる検査のオーダーや入院の可否、手術適応等もこの時点で決定することが求めら

れ、骨折・脱臼の整復・ギブス固定などの技術を身につける必要がある。 

２）手術適応患者に関しては、手術方法の選択に必要な知識を身につけ、患者に十分に説明し、治

療方法を選択していただくための能力を身につける。 

３）ギブス包帯法や手術手技などの技術を身につける。 

 

【研修の実際】 

１）研修期間は研修者の希望に応じて 2～3か月間とする。 

２）外来診療：問診、理学所見の取り方、X線の読影と治療計画の選択、患者への説明方法を見習

い、実施する。また、救急患者への対応も習得する。 

 ３）病棟診療：入院患者を受け持ち、治療計画を立て経過観察を行う。 

症例検討会で報告し、部長回診にて更なる指導を受ける 

   ４）手術研修：受け持ち患者を中心に手術助手または術者として指導を受ける 

５）その他：超音波検査や造影検査の手技を取得する。 

 

【教育に関する行事】 

  カンファランスの開催 

  抄読会の開催 

  学会活動 

 

指導医 

  院長・部長：佐々木 健陽 

  部長・人工関節センター長：福岡 慎一 

 

研修実施責任者 

  院長：佐々木 健陽 
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〔西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科〕 

【研修内容と特徴】 

西宮渡辺・心臓血管センターは、兵庫県西宮市にある心臓血管疾患及び脳血管疾患の 100 床の

専門病院です。西宮市及び芦屋市が属する阪神南地域における救急、急性期医療を中心にして慢

性期医療、回復期及び維持期リハビリなどの包括的な診療を提供しています。 

特に救急診療においては、循環器疾患にかかわらず二次救急の輪番でもあり、阪神南地域から

多くの搬送依頼があります。院外心肺停止患者に対して社会復帰率を向上させるため医師を現場

に派遣するラピッドレスポンスカー（ラピッドカー）を運用し PCPS を用いた心肺蘇生(E-CPR)や

低体温療法を積極的に行っています。24 時間 365 日緊急カテーテル治療・心臓血管手術に対応し

ており、特に循環器内科と心臓血管外科は合同でハートチームを形成し常に最良の治療方法を提

供できる環境にあります。 

急性循環器疾患を中心に症例数、処置・手術数は豊富で県内でも有数です。 

早期から多職種が介入するチーム医療としての心臓リハビリテーションを超急性期から積極的

に行っており、多職種協調チーム医療を実践できる環境にあります。 

 

【研修のプログラム】 

多くの症例を通じて総合内科専門医、救急専門医のもとで基本的な診療技術（病歴聴取や理学

所見の取り方）や臨床推論の技術を学ぶことができる。 

   聴診等の身体所見の取り方から心電図、心臓超音波検査の実践を通じて循環器領域の疾患を幅

広く経験し基本的な診療技量を修得する。 

   救急を通じて内科系 1 次疾患から 3 次救急救命疾患までを幅広く経験することで急性期疾患へ

の基本的な診療、診断力を取得する。 

   ICU/CCUにおいて重症患者の診療を受け持つことで幅広い対応能力を取得する。 

当センターは循環器内科と心臓血管外科がチームとして治療を行っており内科疾患に限らない幅

広い知識を取得できる。 

最新の CT、MRI、超音波装置を用いた画像診断法について専門医のもとで学ぶことができる。 

カテーテル治療は多く、様々な手術手技や術前術後管理を経験できる機会が多い。 

 

【教育に関する行事】 

   月に 4 回程度教育目的の講義がある。 

   毎朝、ICUラウンドにて教育目的のプレゼンテーションがある。 

   週に 1 回の循環器内科カンファレンスに加え外科との共同カンファレンスがある。 

   週に 1 回の多職種協同カンファレンスがあり、多面的な診療を学習できる。 

   月に 1 回抄読会がある以外にも学会活動が盛んで臨床研究カンファレンスがある。 

   月に 1 回重症患者の経過を振り返える M&M(Mortality and Morbidity)カンファレンスがある。 

 

【研修医のカリキュラム】 

   病棟診療を指導医ともに行う。 

   検査は指導医とともに参加する。 

   指導医のもとで救急外来を担当し幅広い症例を経験する。 

救急外来でプライマリケアに従事する。 
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【臨床研修の目標】 

1）医師として必要なプロフェッショナリズムを身につける。 

2）医師として必要なコミュニケーション能力を身につける。 

3）特に急性期疾患に対するプライマリケアに必要な知識・技能・態度を身につける。 

4）身体疾患だけでなく、心理面社会面にも配慮した全人的医療を理解し身につける。 

5）チーム医療の一員として多職種の役割を理解し、患者の立場に立って包括的に物事をみる能

力を養う。 

6）担当医として個々の症例に対して問題点を明確にしてそれを解決していく主治医としての能

力を身につける。 

7）症例のプレゼンテーション及びまとめ、発表する能力を身につける。 

8）文献検索などの情報収集によりエビデンスに基づいた治療を行う能力を身につける。 

9）患者指導、健康教室を通じて患者教育を実践する能力を身につける。 

10）保険診療を理解し、適切な診療を行う能力を身につける。 

11）医療事故を防止するためにその要点を理解しリスク管理について理解する。 

 

指導医等 

 院長：山室 淳 

 センター長：民田 浩一 

 

研修実施責任者 

 院長：山室 淳 
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〔西宮渡辺心臓・血管センター 脳神経外科〕 

【研修内容と特徴】 

   当院は、現在、脳神経外科専門医 5名体制で、そのうち 1名は脳神経血管内治療専門医でもある。

2015年 7月から SCU（ストローク・ケアー・ユニット）を 6床で開設しており、脳卒中患者に対す

る急性期治療・リハビリをチーム医療として行っている。脳外科的救急疾患は、脳神経外科専門医

がホットラインで対応し 24 時間 365 日受け入れており、多職種連携による迅速な診断と治療が可

能である。SCU開設後、脳卒中症例も増加しており、手術症例も増えてきている。 

   法人内の西宮渡辺病院には回復期リハビリテーション病棟があり、また、介護療養型老人保健施

設なども有しているため、急性期から回復期さらに慢性期にかけてのスムーズな移行・連携が可能

である。また、循環器科診療が充実しており、急性循環器疾患の症例数、手術数も豊富であり、脳

外科疾患だけでなく循環器系疾患を包括的に幅広く経験することができる。 

 

【研修目標】 

①一般目標 

• 患者に対する真摯な診療姿勢を持ち、患者・家族やスタッフとの良好なコミュニケーション

を構築する。 

• 脳神経外科で扱う救急疾患について広く理解する。 

• 脳卒中を中心とした救急疾患に対する初期診療について習得する。 

• 治療方針決定への過程、手術適応の判断に関する考え方を理解する。 

• 常に最新の知識を取り入れ、科学的な思考に基づく究学心を育成する。 

②行動目標 

1. 基本的な神経学的診断、画像診断（CT、MRI、血管撮影）、生理学的診断を習得する。 

2. 脳疾患特有の病態を把握し、生命や機能予後に関わる緊急度、重症度を理解する。 

3. 基本的な脳神経外科手技（腰椎穿刺、気管切開術、穿頭術など）を学習する。 

4. 脳血管疾患の周術期管理などを経験する。 

5. 多職種でのカンファレンスにより治療ゴールを設定し、回復期リハビリ病院、慢性期療養施

設等への転院や在宅療養につなげるまでの連携を学ぶ。 

6. 脳梗塞の超急性期血栓吸引療法や、頚動脈狭窄症に対するステント治療、脳動脈瘤コイル塞

栓術などの脳血管内治療を経験する。 

 

【教育に関する行事】 

   週に 1 回、看護師、リハビリ、MSWなどと一緒に病棟カンファレンスを行っている。 

   週に 1 回、ICUでの IPWカンファレンスに参加。 

 

指導医等 

 管理者：槌田昌平 

 脳外科・脳卒中センター部長：大森一美 

 脳外科・脳卒中センター副部長：神吉しづか 

 脳卒中内科部長：庄盛 由紀夫 

研修実施責任者 

 院長：山室 淳  
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〔医療法人社団 星晶会 いたみバラ診療所〕 

【研修内容と特徴】 

   当施設の理念として「私たちはあなた方が清潔で健康な日々を送れるように、笑顔と愛情と真

心を持って奉仕します」を掲げています。そして、研修医がこの施設理念に基づいた当施設で実

践されている医療の現場を見学し、地域と連携している実際を体験してもらう。また中間施設と

しての当施設の役割と現状及び各事業所との連携の方法について把握するとともに、様々な場面

を体験し医師としての視野を広げてもらいたい。 

 

【教育に関する行事】 

第１週～第２週 

１．基礎研修 

① 理事長講和 

② 施設幹部による組織および特性のオリエンテーション 

③ 検査・放射線科・薬剤（処方箋）・栄養課のオリエンテーション 

④ 介護保険、感染症対策、褥創対策、リスクマネージメント、インフォームドコンセント

などのオリエンテーション 

⑤ 診療報酬、介護報酬、カルテ記載のオリエンテーション 

２．研修 

① いたみバラ診療所 透析室  （老健施設併設） 

② 在宅医療（訪問診療、訪問リハビリ） 

③ あおい病院（入院透析 外来透析 訪問診療） 

④ 星優クリニック（外来診療 訪問診療 シャント手術、シャント PTA） 

 

指導医 

理事長：松本 昭英    医 師：窪田 耕輔    医 師：古田 穣 

医 師：藤井 孝祐 

 

研修実施責任者 

理事長：松本 昭英 
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〔医療法人社団 山田産婦人科〕 

【当院の概要】 

   所在地：西宮市甲子園町６番１３号 

 交通機関：阪神甲子園駅より南へ徒歩５分（阪神甲子園球場すぐ南側） 

 ベッド数：６床（全室個室） 

   来院患者数：１日平均２８名 

 

【当院の特徴】 

   当院は現院長の父である故山田馨が昭和２８年に開院して以来、５０年以上にわたり地域医療

の発展に貢献してきました。 

平成７年の阪神大震災により診療所が全壊してしまいましたが、平成９年に診療所をリニュー

アルオープンし、これを機に兵庫医科大学産婦人科教室に在籍していた山田聖が院長に就任しま

した。 

   詳しくはホームページをご覧ください。（http://www.yamada-lc.com/） 

 

【診療スケジュール】 

   午前診：9:00～12:00（月～土）外来見学、超音波実習 

   午後診：17:00～19:00（月、火、水、金）外来見学、超音波実習 

   病棟処置、回診は毎朝 8:30～ 木、土 午後は手術 

他院〔平岡産婦人科（芦屋）、宮本レディースクリニック（西宮）〕への応援も含む（いずれも

研修医の同行可） 

午後随時、在宅老人の往診もあり（研修医同行可） 

   育児相談（助産師外来）：月、10:00～13:00 

   保健相談（助産師外来）：金、10:00～13:00 

   母乳相談（母乳マッサージ）：随時（電話予約）（予約制） 

   前期マザークラス：第２木曜、15:00～17:00 

   後期マザークラス：第１、第３土曜、15:00～17:00 

   リゾ鳴尾浜でのマタニティビクス、マタニティスイミング実施前のメディカルチェック 

（助産師）：月、木午後（見学可能） 

※ 分娩・手術は場合によっては手洗い、介助可能 

※ 希望があれば、分娩当直、深夜の呼び出しも可  

 

医療スタッフ 

   理事長兼院長：山田 聖（研修実施責任者、指導医、母体保護法指定医、 

日本産婦人科学会認定医） 

   助産師１２名、看護師６名、看護助手１名 

   栄養士１名、調理師３名 

   事務員４名、クリーンスタッフ４名 
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〔医療法人平生会 宮本クリニック〕 

【研修内容と特徴】 

   当院では、主に維持血液透析療法を施行しており、慢性腎不全患者さんの治療を行っている。 

   慢性腎不全の原疾患としては、糖尿病・慢性腎炎・のう胞腎・膠原病などの患者さんがおられ、

透析療法とともに高血圧・糖尿病・虚血性心疾患・脳血管障害・動脈硬化（ＡＳＯ）・透析骨症・

透析アミロイドーシス・各種感染症などの併存病態の管理、および透析療法の長期化にともなう

悪性腫瘍などの早期診断等も重要な診療業務となっている。また、近年では要介護者の透析患者

さんも増加している。 

 その他、糖尿病・高血圧・保存期腎不全の一般外来患者さんも診療している。 

研修内容としては、 

１．維持血液透析療法の実際を研修する。 

２．慢性腎不全（血液透析）患者さんの日常管理・指導及び各種合併症の管理要点について学ぶ。 

３．一般外来患者の診療について研修する。 

 

【教育に関する行事】 

 月・火  透析室にて透析業務の実際（定期・臨時処方の実際）、透析患者の症例検討カンファ

レンス、心・腹部エコー・検査等 

水・木  回診、ミニレクチャー等 

 金    回診、外来診察、ミニレクチャー等 

指導医等 

内科 理事長：宮本 孝 

内科 院長：西庵 良彦 

内科：北村 理恵、安部 尚子、川田 早百合 

泌尿器科：森田 俊平 

 

研修実施責任者 

院長：西庵 良彦 
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〔土田医院 内科・小児科・リウマチ科〕 

【研修の特徴と内容】 

  ＜基本理念と特徴＞ 

地域医療を担う家庭医としての重要な役割は、長期にわたり家族の診療、及び健康管理を継

続していくことにある。そのためには、良好な人間関係、信頼関係の構築が必須の条件であり、

患者さんの言い分に耳を傾け、その訴えに応じて適切な触診、聴診、及び検査を行うことであ

る。そして、それらを診療録に正確に記載することと、患者さんの求めに対して、常に誠実な

対応に努めることである。 

１．成人の一般内科診療においては、生活習慣病と呼ばれる高血圧症、糖尿病、高脂血症、高

尿酸血症、内臓肥満といった病態を、メタボリック症候群の概念の下に、総合的に理解す

るよう努める。動脈硬化の進展阻止という観点から、相互に関連付けた診療を目指す。 

２．地域医療の中で、家庭医として小児科診療を分担することの意味を考える。①一つの家族

を２世代ないし３世代に渡り診療していくことで、遺伝的素因、体質といった問題を理解

しやすくなる。②小児期から成人まで、継続して診療することで、早期から生活習慣病の

発症を防止する生活指導が可能となる。その他、小児科診療では感染症対策が重要となり、

当院ではワクチン接種を積極的に奨励している。そのために、ワクチン接種の意義につい

て、免疫学的側面を含めて、十分な理解をして、副作用についても適切な対策を知ること

が必要である。感染症診療に迅速キット等の新しい検査を導入することにより、感染症診

断の精度を高め、治療のタイミングを早め、家族内での感染拡大防止の方向を目指す。 

３．家庭医としての役割と同時に、リウマチ専門医として関節リウマチ、全身性エリテマトー

デス、皮膚筋炎等の膠原病の早期発見と適切な治療の導入を図る。免疫学的検査の正確な

理解と、非ステロイド系消炎鎮痛剤、ステロイド、及び免疫抑制剤の的確な使用法を学ぶ。

リウマチ診療を専門とするリウマチ内科及び整形外科との病診連携の構築と、適切な紹介

時期の認識が必要である。 

 

【教育に関する行事】 

肝臓疾患検討会―――月に１回（主として第三土曜の午前診療終了後）、消化器内科医を交え、 

超音波所見を中心として、肝疾患を中心に検討する。 

 

指導医等       

院 長：土田 哲雄 

 

研修実施責任者    

院 長：土田 哲雄 
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〔西宮市保健所〕 

【研修目的】 

  ・母子・成人保健事業等を通じて社会基盤としての地域保健事業の意義を理解する。 

  ・地域の健康課題発掘・対策の企画立案の過程を学ぶ。 

  ・グローバルな視点から日々の公衆衛生関連時事情報を収集する習慣を身につける。 

  ・感染症対策として、疫学調査、蔓延防止施策、衛生指導について学ぶ。 

  ・食中毒対策として、予防啓発の重要性、疫学調査とデータ解析、衛生指導について学ぶ。 

 

【研修項目と内容（順不同、実際の日程等は事業のスケジュールで変更）】 

講義等 

 保健所事業概論 

 保健所事業各論 

  医療安全・医事・薬事講義、難病・精神保健・健康増進講義、食品衛生・環境衛生講義 

 

演習 

 食中毒事件調査模擬演習 

 

実習 

 乳幼児健診（４ヶ月児、１歳６ヶ月児、３歳児）実習 

 

保健所内および関連施設見学 

 保健所衛生検査室見学、食肉衛生検査所見学、動物管理センター見学 

 

公衆衛生関連会議参加・傍聴 

 結核定期外検診検討会参加、結核診査会傍聴見学 

 

保健所外実地見学 

 食肉センター見学、神戸検疫所見学 

 

研修実施責任者 

  西宮市保健所長 廣田 理 
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〔たにざわこどもクリニック〕 

【研修内容と特徴】 

地域医療研修として、地域小児科診療所の現状を把握し、小児のプライマリーケアを担う人材

の育成の一翼を担う内容とする。 

当院は小児科専門医による急性期医療、予防注射・乳幼児健診による予防医療に加えて、常勤

医 2 名の専門領域の腎・泌尿器疾患、内分泌疾患、アレルギー疾患の診断と治療を研修できる特

徴がある。 

 

【研修の実際】 

① 一般目標（GIO） 

 将来選択する専門医の領域にかかわらず、一般小児診療に必要な基礎知識、初期対応スキル、態

度を習得する。 

 

② 行動目標（SBO） 

1. 小児の特性である「成長と発達」をよく理解し、子供本人と養育者とのコミュニケーションを

取りながら診療に有益な情報採取できるようになる。（態度） 

2. 乳幼児期に頻度の高い急性期疾患を診断し、治療、合併症の管理ができる。 

3. 乳幼児健診による発育・発達異常の抽出、境界児の管理や専門施設への紹介ができる。 

4. 検尿、ウイルス迅速検査が実施でき、評価できる。 

5. 脱水症の輸液計画や気管支炎、尿路感染症などの感染症への投薬計画を作成できる。 

6. 患児と保護者、スタッフとのコミュニケーションができる。 

7. 予防接種の有効性を理解し、適切な実施計画を作成できる。 

 

③ 方略（LS） 

1. 毎日の外来診療に参加し、指導医の指導を受ける 

2. 予防接種・発達健診外来で見学と補助行為を実践する 

 

【教育に関する行事】 

1. 外来診療：午前：9時-12時、午後：16時-18時（木、土は除く） 

2. 予防接種：午後：15 時-16時（木、土は除く） 

 

【研修評価（EV）】 

  基本的にＥＰＯＣで評価する。 

 

指導医等 

院 長：谷澤 隆邦 

副院長：前 寛 

 

研修実施責任者 

院 長：谷澤 隆邦 

 


