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㈱日立製作所ひたちなか総合病院臨床研修プログラム 

１ プログラム概要説明 

 

１．プログラムの名称 

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院臨床研修プログラム  

 

２．理念   

当院の研修を通して、医師としての人格をかん養し、基本的価値感（プロフェッショナリズム）を具

え、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な

診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力及びチーム医療に

必要なコミュニケーション能力を身に付けチーム医療を実践できるようになることを基本理念とします 

（医師法第一六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に基づく） 

 

３．当院の特徴 

2010年 7 月に先進的な新病院がリニューアルオープンし、2011年 4月より当院内に筑波大学附属病院 

ひたちなか社会連携教育研究センターが開設されました。 

(1)人口15万人を擁するひたちなか市唯一の総合病院で、地域中核病院のため症例が多く、Common Disease

のプライマリ･ケアに適しています。 

(2)日本で最初に国際標準化機構（ISO）の 9001：2000 及び 22301 の認証取得を得た病院で、全職種によ

るチーム医療を基盤に、医療の質管理の徹底とそのシステムの保証をめざしています。 

(3)当院管理型研修医と筑波大学、東京医科歯科大学の協力型研修医が 2学年 20 名前後、一緒に調和して

研修しています。 

(4)若手中心で、市中病院の自由な雰囲気の中で、常勤の筑波大学教官から大学病院並みの教育が受けら

れます。 

(5)302 床の中規模病院であり、全診療グループの連携が緊密で、専門的医療のみならず総合診療科的な

雰囲気があります。 

(6)企業立病院であり、従業員、家族の健康管理、健康増進活動、産業医活動もしています。 

(7)新病院は人間工学に配慮した設計で、免震構造。医療のさらなる高度化に対応しています。 

 

４．研修プログラムの特徴 

プログラムは、総合的な能力が習得できる実績のあるプログラムです。プログラム通りに研修を行うと厚

生労働省の到達目標を達成できるようになります。 

(1)中規模病院であるため、医療の全体像が見えやすく、将来の専門科選択に役立つプログラムです。 

(2)各科の垣根が低く連携をとり研修ができるため、トータル・マネージメント能力が身に付きます。初

期研修には最適なシステムです。 

(3)多彩な自由選択科目があり、院内各科はもとより、筑波大学、東京医科歯科大学、東京医科大学茨城

医療センター、日本医科大学付属病院など選択研修可能です。 
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(4)院内選択科目は、内科（各専門科）、整形外科、泌尿器科、耳鼻科、麻酔科、皮膚科、病理科、放射線

科(診断・治療)、形成外科、リハビリテーション科です。 

(5)内科は、循環器、呼吸器、消化器、神経、膠原病、血液、代謝内分泌、腎臓の専門指導医から指導が

受けられます。 

(6)常勤の病理医から CPCの指導が受けられます。 

(7)委員会活動が充実しており、医療リスクマネージメントなどにつき、体系的に学べます。 

(8)訪問看護ステーション、健診センターなどを有しており、在宅医療、疾病予防活動など研修できます。 

(9)企業立病院であり、産業医活動も学べます。 

 

５．プログラム指導者と参加施設 

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院臨床研修委員会メンバー（所属、役職） 

山内 孝義 （ひたちなか総合病院副院長 プログラム責任者 研修管理委員会委員長） 

瀬尾 恵美子（筑波大学附属病院総合診療グループ長 総合臨床教育センター部長） 

岡田 英理子（東京医科歯科大学医学部附属病院総合教育研修センター長） 

屋良 昭一郎（東京医科大学茨城医療センター卒後臨床研修センター長） 

安武 正弘 （日本医科大学付属病院臨床研修センター長） 

渡部 章充 （茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院小児科部長） 

鈴木 保之 （茨城県立中央病院医療教育局長） 

小泉 智三 （独立行政法人国立病院機構水戸医療センター教育研修部長） 

千葉 義郎 （社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院臨床研修センター長） 

小林 裕幸 （筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院総合診療科責任者） 

藤田 恒夫 （株式会社日立製作所日立総合病院副院長） 

齋藤 武文 （独立行政法人国立病院機構茨城東病院国立病院機構茨城東病院院長） 

安部 秀三 （医療法人社団有朋会栗田病院院長） 

小島 正幸 （社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会常陸大宮済生会病院院長） 

鈴木 邦彦 （医療法人 博仁会 志村大宮病院理事長） 

手島 研作 （医療法人すこやか ひたちなか母と子の病院院長） 

大森 英俊 （医療法人大森医院院長） 

薄井 尊信 （村立東海病院院長） 

松本 龍馬 （ハートクリニック松本院長） 

木村 洋輔 （医療法人恒貴会 大和クリニック院長） 

西成田 眞 （西成田医院院長） 

山木 万里郎（やまき内科クリニック院長） 

綾邉 健彦 （あやべ内科医院院長） 

田中 喜美夫 （田中循環器内科クリニック院長） 

関 雅彦   （関内科医院院長） 

及川 舜   （医療法人社団 尚仁会 尚仁会クリニック院長） 

小林 肇  （医療法人愛仁会小林医院院長） 

小宅 康之 （おやけクリニック院長） 

黒澤 崇  （黒澤内科医院院長） 

井上 宏司 （医療法人蔦会 アイビークリニック院長） 

西村 嘉裕 （いばらき診療所みと院長） 

尾形 孝  （医療法人社団 村松会老人保健施設 サンフラワー東海理事長） 

牛尾 光宏 （茨城県ひたちなか保健所所長） 
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吉井慎一（ひたちなか総合病院院長）、廣島良規（筑波大学附属病院ひたちなか社会連携教育研究センタ

ー講師）、神賀正博（ひたちなか総合病院副院長）、間瀬憲多朗（ひたちなか総合病院主任医長）、辻井績

武（ひたちなか総合病院主任医長）、待木健司（ひたちなか総合病院主任医長）、岡部格（ひたちなか総合

病院麻酔科主任医長）、小宅奈津子(ひたちなか総合病院小児科医長)、柄澤 宏（ひたちなか総合病院検

査技術科長）、秋山裕史（ひたちなか総合病院薬局長）、瀬谷善恭（ひたちなか総合病院放射線技術科長）、

佐藤誠（リハビリテーション科主任）、三本松まゆみ（ひたちなか総合病院看護科長）、渡辺明宏（ひたち

なか総合病院事務局総務係主任）、上村和恵(ひたちなか総合病院教育研修センター主任) 

 

外部委員：小林 克巳（医療法人社団克仁会 理事長） 

 

６．基幹型臨床研修病院名 

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 

（HPアドレス http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/index.html） 

院 長：吉井 慎一 

住 所：〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町２０番１ 

電 話：029-354-5111 

交 通：ＪＲ常磐線勝田駅から徒歩 10 分  

病床数：一般病床 302 床 

診療科：内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、腫瘍内科、糖尿病内科、代

謝内科、内分泌内科、心療内科、感染症内科、老年内科、腎臓内科、小児科、外科、消化器外科、

呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科、救急科、アレルギー

科、精神科、児童精神科、リウマチ科、リハビリテーション科、歯科口腔外科 

 

７．協力型臨床研修病院名 

（１）筑波大学附属病院（HP アドレス http://www.hosp.tskuba.ac.jp） 

院 長：原 晃 

住 所：〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2－1－1 

電 話：029-853-3900 

交 通：ＪＲ常磐線土浦西口から関東鉄道バス<筑波大学中央行>「筑波大学病院入り口」下車 30 分 

病床数：一般病床 759 床 精神病床 41 床 計 800床 

診療科：各専門内科(循環器、消化器、リウマチ、神経、呼吸器、代謝内分泌、腎臓、血液)、 

心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、腎泌尿器外科、乳腺甲状腺内分泌外科、脳神経外科、

小児科、小児外科、総合診療科、精神神経科、整形外科、産婦人科、皮膚科 形成外科 放射線腫

瘍科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、救急・集中治療科、感染症科、病

理診断科、保健衛生外来 遺伝外来、睡眠呼吸障害外来 

（２）東京医科歯科大学医学部附属病院（HPアドレス http://www.tmd.ac.jp/medhospital/） 

院 長：大川 淳 

住 所：〒113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45 
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電 話：03-3813-6111 

交 通：ＪＲ御茶ノ水駅から徒歩３分、地下鉄丸の内線御茶ノ水駅から徒歩１分、地下鉄千代田線新御

茶ノ水駅から徒歩５分 

病床数：一般 712床、精神 41 床、結核 47床 計 800床 

診療科：血液内科、腎臓内科、循環器内科、食道・胃外科、乳腺外科、心臓・肺外科、眼科、形成・

美容外科、周産・女性診療科（産婦人科）、麻酔・蘇生・ペインクリニック科、救急科、膠原

病・リウマチ内科、老年病内科、呼吸器内科、大腸・肛門外科、血管外科、胸部人工臓器外科、

耳鼻咽喉科、整形外科、脳神経外科、心身医療科、内分泌・代謝内科、消化器内科、神経内科、

肝胆膵外科・小児外科、泌尿器科、頭頸部外科、皮膚科、小児科、精神科、画像診断・放射線

治療科(放射線科) 

（３）東京医科大学茨城医療センター（HP アドレス http:// ksm.tokyo-med.ac.jp/） 

院 長：小林 正貴 

住 所：〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央 3 丁目 20番 1号 

電 話：029-887-1161 

交 通：ＪＲ常磐線土浦駅・荒川沖駅下車 関東鉄道バス約 15分、「東京医大前」徒歩 1 分 

    常磐自動車道桜土浦 IC から約 10 分   

病床数：501 床（許可病床数）、3894床（稼働病床数） 一般病床（ICU･CCU8 床含む） 

診療科：内科（総合診療）、循環器内科、外科（血管）、内科（代謝内分泌）、皮膚科、形成外科、内科

（感染床）、精神科、小児科、整形外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断

科、神経内科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、内科（腎臓）、泌尿器科、産婦

人科、内科（消化器）、外科（消化器）内科（呼吸器）呼吸器外科、外科（乳腺） 

（４）日本医科大学付属病院（HPアドレス https://www. Hosp. nms.ac.jp/ ） 

    院 長：汲田 伸一郎 

    住 所：〒113-8603 東京都文京区千駄木１丁目１−５ 

    電 話：03-5814-6665（直通）臨床研修センター 

交 通：ＪＲ山手線「西日暮里駅」よりタクシーにて約 10 分・京浜東北線「上野駅」よりタクシー

に 

て約 10分、その他バスを利用時のアクセス方法あり 

病床数：897 床（一般 870床・精神 27 床） 

診療科：総合診療科,循環器内科 ,神経・脳血管内科,腎臓内科 ,リウマチ・膠原病内科,血液内科,糖

尿病内分泌代謝内科,消化器・肝臓内科,呼吸器内科,化学療法科,精神神経科,小児科,遺伝診

療科,放射線科,放射線治療科,東洋医学科,口腔科（周術期）,リハビリテーション科,、病理診

断科,外科系消化器外科,乳腺科,内分泌外科,心臓血管外科,呼吸器外科,脳神経外科, 眼科,整

形外科・リウマチ外科,女性診療科・産科,耳鼻咽喉科・頭頸部外科,泌尿器科,皮膚科,麻酔科・

ペインクリニック,緩和ケア科,がん診療科,救命救急科（CCM）,形成外科・美容外科,心臓血管

集中治療科（CCU）,外科系集中治療科（S-ICU）, 脳卒中集中治療科（SCU）、救急診療科 

（５）茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院（HPアドレス http://www.tkgh.jp/） 

 院 長：酒井 義法 

住 所：〒300-0028 

電 話：029-830-3711 茨城県土浦市おおつ野四丁目 1 番 1 号 

http://www.tkgh.jp/
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交 通：ＪＲ常磐線土浦駅下車約 8 ㎞ 

           常磐道 土浦北インターより約 10分・ 桜土浦インターより約 30 分 

病床数：一般病床 800 床 

診療科：内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、代謝・内分泌内科、腎臓内科、人工

透析内科、神経内科、リウマチ科、小児科、小児科（新生児）、消化器外科、呼吸器外科、心

臓血管外科、血管外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治

療科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科口腔外科 

（６）茨城県立中央病院（HP アドレス http:/ www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/） 

院 長：島居 徹 

住 所：〒309-1793 茨城県笠間市鯉淵 6528 

電 話： 0296-77-1121 

交 通：ＪＲ友部駅から徒歩 15 分、バス 5 分 

病床数：500 床（一般 475床、結核 25 床） 

診療科：内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、血液内科、腎臓内科、内分泌・糖

尿病内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、循環器外科、血管外

科、心臓血管外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、形成外科、精神科、リウマ

チ科、小児科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、リハビリテーション

科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、病理診断科、麻酔科 

（７）独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター（HPアドレス https://www.hosp.go.jp/~mito-mc/） 

院 長：山口 高史 

住 所：〒311-3193 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 280 番地  

電 話：029-240-7711 

交 通：バス路線（全路線終点 水戸医療センター）：ＪＲ水戸駅から茨城交通・関東鉄道 約 45 分  

    自家用車：北関東自動車道茨城町西 ICから約 5分・ 常磐自動車道水戸 IC から約 20 分 

病床数：500 床（一般 500床） 

診療科：内科・循環器科、呼吸器科、神経内科・言語治療室、外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿

器科、小児科、耳鼻咽喉科、麻酔科、病理診断科、消化器科、血液内科、精神科・心療内科、

臓器移植外科、整形外科・リハビリテーション科、形成外科、皮膚科、産婦人科（休診）、眼

科歯科口腔外科、救急科、臨床検査科、救命救急センター 

（８）社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院 

（HPアドレス http://www.mito-saisei.ｊp/） 

    院 長：生澤 義輔 

    住 所：〒311-4198 茨城県水戸市双葉台 3丁目 3番 10 号 

    電 話：029-254-5151 

    交 通：JR水戸駅、JR赤塚駅より茨城交通の済生会病院、赤塚駅より車で約 10分 

    病床数：472床 

    診療科：循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓内科、代謝内分泌内科、神経内科、

リウマチ膠原病、緩和ケア、小児科、消化器一般外科・乳腺外科、整形外科、形成外科、 

脳神経外科、心臓血管外科・呼吸器外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、

ペインクリニック・麻酔科、歯科口腔外科、救急科、放射線科、血管内医療グループ、 

リハビリテーション科、病理診断科  

（９）筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 

    （HPアドレス https://www.mitokyodo-hp.jp/） 

https://www.mito-saisei.jp/
https://www.mitokyodo-hp.jp/
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院 長：渡邊 宗章 

    住 所：〒310-0015 茨城県水戸市宮町 3丁目 2番７号 

    電 話：029-231-2371 

    交 通：JR水戸駅より徒歩 10 分 茨城交通 

    病床数：389床 

    診療科：総合診療科、循環器内科、消化器内科・消化器外科、内分泌代謝・糖尿病内科、膠原病リウ

マチ内科、乳腺外科、頭痛外来、呼吸器内科、外科、腎臓内科、神経内科、呼吸器外科、 

脳神経外科、整形外科、スポーツ整形外科、スポーツコンデイショニング外来、泌尿器科、

耳鼻咽喉科、麻酔科、形成外科、歯科口腔外科、放射線部、感染症科、皮膚科、眼科、放射

線科、救急部・集中治療部、婦人科、 リハビリテーション科、禁煙外来、セカンドオピニ

オン外来、 

（１０）株式会社日立製作所 日立総合病院 

（HPアド http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/index.html） 

院 長：渡辺 泰徳 

住 所：〒317-0077 茨城県日立市城南町 2丁目 1番 1 号 

電 話：0294-23-1111 

交 通：ＪＲ常磐線日立駅下車、バスにて「日製病院前下車」   

病床数：一般病床 557 床（内、茨城県地域がんセンター100 床）、感染 4床 計 561 床 

診療科：呼吸器内科、代謝内分泌内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、麻

酔科、消化器内科、循環器科、救急総合診療科、整形外科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科歯科、

血液内科、腎臓内科、外科、形成外科、新生児科、泌尿器科、放射線診療科、リハビリテーシ

ョン科 

（１１）独立行政法人国立病院機構茨城東病院 

（HPアドレス https://www.ibarakihigashi-hospital.jp/） 

院 長：齋藤 武文 

住 所：〒319-1113 茨城県那珂郡東海村照沼 825 

電 話：029-282-1151 

交 通：ＪＲ常磐線東海駅西口から茨城交通バス<原研・茨城東病院行き“茨城東病院前下車”15分   

病床数：一般 240床、結核 68 床 重症心身障害 120床 計 428 床 

診療科：内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、 

リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科 

（１２）医療法人社団有朋会栗田病院（HP アドレス http：//www.yuhokai－kuritah.com） 

院 長：安部 秀三 

住 所：〒311-0117 茨城県那珂市豊喰 505 

電 話：029-298-0175 

交 通：ＪＲ常磐線水戸駅から茨城交通バスで<大宮行>「「豊喰（とよばみ）本郷下車」 

常磐高速・那珂インターから車で５分   

病床数：精神科急性期治療病棟Ｉ50 床、精神一般病棟 45 床、精神療養病棟 60床、 

認知症病棟Ｉ50 床、計 205床 

診療科：内科、精神科、神経科、診療内科 
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（１３）村立東海病院 

院 長: 薄井 尊信 

住 所：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松 2081-2 

電 話：029-282-2188 

    交 通：•JR常磐線 東海駅東口より徒歩約 15 分 

    病床数：一般 40床 地域包括ケア病棟 40症、計 80床  

診療科：内科、外科、小児科、整形外科、耳鼻いんこう科、婦人科、リハビリテーション科、歯科、 

小児歯科、歯科口腔外科 

 

８．臨床研修協力施設名 

（１）社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会 常陸大宮済生会病院 

院 長: 小島 正幸 

住 所：〒319-2256  茨城県常陸大宮市田子内町 3033番 3 

電 話：0295-52-5151(代) 

   交 通：JR水郡線、常陸大宮駅下車（JR常磐線水戸駅→常陸大宮駅：約 35 分） 

常陸大宮駅より タクシー約 5分、常陸大宮駅より バス 約 10分 

   病床数：160 床（一般 156床、・感染症 4 床） 

診療科：内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、内分泌・代謝内科（糖尿病・脂質異常症）、 

小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、肛門外科、皮膚科、形成外科、

放射線科、リハビリテーション科 

（２）医療法人 博仁会 志村大宮病院 

   理事長：鈴木 邦彦 

住 所：〒319-2261 茨城県常陸大宮市上町 313 

電 話：0295-53-1111  

交 通：ＪＲ水郡線常陸大宮駅より徒歩４分  

病床数：178 床 （一般病床 130床、療養病床 48 床） 

診療科：内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・神経内科・小児科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・

耳鼻咽喉科・眼科・整形外科・心療内科・放射線科・リハビリテーション科・歯科口腔外科・

人間ドック・企業健診 

 （３）医療法人すこやか ひたちなか母と子の病院 

院 長：手島 研作 

住 所：〒312-0056 茨城県ひたちなか市青葉町 19-7 

電 話：029-273-2888 

   交 通：JR常磐線(取手～いわき) 勝田駅 バス 10 分 

   病床数：一般病棟 35 床 

診療科：産婦人科 

 （４）医療法人大森医院 

院 長：大森 英俊 

住 所：〒311-0502茨城県常陸太田市徳田町 474 

電 話：0294-82-3335 

   交 通：常陸太田駅より里川ゆきバス(茨城交通)で約 30km 

診療科：内科、消化器内科、外科、小児科、リハビリテーション科 

（５）ハートクリニック松本（HPアドレス http://www.heartclinic.gr.jp） 

院 長：松本 龍馬 

住 所：〒312-0062 茨城県ひたちなか市高場 1673－12 

電 話：029-270-0101 

交 通：ＪＲ常磐線勝田駅から車で 10 分 

診療科：内科、循環器内科 

（６）医療法人恒貴会 大和クリニック 

院 長：木村 洋輔 
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住 所：〒309-1244茨城県桜川市大国玉 2513-12 

電 話：0296-58-7788 

   交 通：水戸線新治駅よりタクシーで約 5 分 

診療科：内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科 

 

（７）西成田医院 （HPアドレス http://www.nishinarita.jp） 

院 長: 西成田 眞 

住 所：〒316-0032  茨城県日立市西成沢町 2-2-1 

電 話：0294-25-6520  

   交 通：JR常磐線 日立駅又は JR常磐線 常陸多賀駅下車、 日立電鉄バス 「上の内」バス停下車 

        徒歩 3分（青葉台団地入口） 

診療科： 一般内科、リウマチ・膠原病の専門治療 

 （８）やまき内科クリニック 

院 長: 山木 万里郎 

住 所：〒312-0036  茨城県ひたちなか市津田東 2-7-8 

電 話： 029-354-6680 

   交 通：車で国道 6号線を北上し、水戸刑務所北で左折し最初の信号の左斜め前の角 

診療科：内科、小児科、アレルギー科 

（９）あやべ内科医院 

院 長: 綾邉 健彦 

住 所：〒312-0041  茨城県ひたちなか市西大島 2-12-14 

電 話：029-276-2800  

   交 通：ＪＲ常磐線勝田駅西口より、佐和方面へ徒歩２０分 

診療科：内科、リウマチ科、小児科、アレルギー科 

（１０）田中循環器内科クリニック 

院 長: 田中 喜美夫 

住 所：〒312-0041  茨城県ひたちなか市津田 2031-1078 

電 話：029-229-1300  

   交 通： 後台駅から徒歩で約 27分 

診療科：循環器内科、内科 

（１１）関内科医院 

院 長: 関 雅彦 

住 所：〒312-0023  茨城県ひたちなか市大平 4-2-13 

電 話： 029-272-3675 

   交 通：ひたちなか海浜鉄道金上駅より徒歩５分、茨城交通バス金上駅前停留所 徒歩４分 

診療科：内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科 

（１２）医療法人社団尚仁会 尚仁会クリニック 

院 長: 及川 舜 

住 所：〒312-0034 茨城県 ひたちなか市 堀口 616-1 

電 話：029-271-3409 

   交 通： 勝田駅西口より徒歩約 10分 

診療科： 内科、消化器科、循環器科、泌尿器科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科 

（１３）医療法人愛仁会 小林医院 

院 長: 小林 肇 

住 所：〒313-0213 茨城県常陸太田市町田町 2093  

電 話：0294-85-0010 

   交 通：内科、消化器科、外科、小児科、整形外科 、皮膚科、耳鼻いんこう科 

診療科：JR水郡線「常陸太田駅」 車 17分 

（１４）おやけクリニック 

院 長: 小宅 康之 

住 所：〒312-0012  茨城県ひたちなか市馬渡 2835-5 

電 話： 029-272-2230 

   交 通： JR 常磐線勝田駅よりタクシー10 分 

http://www.nishinarita.jp/
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診療科：内科・循環器内科・小児科 

（１５）黒澤内科医院 

院 長: 黒澤 崇   

住 所：〒311-1229  茨城県ひたちなか市湊中央 1-11-18 

電 話： 029-264-1700 

   交 通：ひたちなか海浜鉄道湊線 那珂湊駅 徒歩 5分 

診療科：内科 

（１６）医療法人蔦会 アイビークリニック 

院 長: 井上 宏司 

住 所：〒312-0018 茨城県 ひたちなか市茨城県ひたちなか市笹野町 1-3-1  

電 話：029-274-1155 

   交 通：JR勝田駅より、車で昭和通を海浜公園方面へ約 10 分 

診療科：外科・内科・整形外科・心臓血管外科 ・リハビリテーション科 

（１７）いばらき診療所みと 

院 長: 西村 嘉裕 

住 所：〒310-0063  茨城県水戸市五軒町 1-3-34 第一会計ビル 

電 話：029-228-6100 

   交 通：JR常磐線水戸駅下車 車 10分 

診療科：訪問診療 

（１８）医療法人社団 村松会 老人保健施設 サンフラワー東海 

理事長：尾形 孝 

住 所：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村舟石川 689－4 

電 話：029-283-3771 

交 通：ＪＲ常磐線東海駅から 800ｍ 

概 要：介護老人保健施設、ショートステイ、デイ・ケア 

（１９）茨城県ひたちなか保健所 

所 長：牛尾 光宏 

住 所：〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町 95 

電 話：029-265-5515 

交 通：JR勝田駅下車。 

スマイルあおぞらバス・市内循環コース、部田野交差点・広域斎場入口下車 徒歩５分 
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９．研修認定施設 

・ISO9001：2000認証施設 

・ISO22301認証施設 

・医療機能評価機構認定施設 

  ・プライバシーマーク認定施設 

  ・基幹型臨床研修指定病院 

  ・筑波大学附属病院協力型臨床研修病院 

  ・東京医科歯科大学医学部附属病院協力型臨床研修病院 

・日本医科大学付属病院協力型臨床研修病院 

  ・地域がん診療連携拠点病院 

  ・茨城県地域小児科救急センター 

  ・茨城県指定地域リハ・ステーション 

  ・茨城県指定小児リハ・ステーション 

・茨城県肝疾患専門医療機関 

･ 日本がん治療認定医機構認定研修施設 

  ・日本内科学会認定教育病院 

  ・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

  ・日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 

  ・日本緩和医療学会認定研修施設 

  ・日本外科学会専門医修練施設、指定施設 

  ・日本大腸肛門病学会認定施設 

  ・日本胸部外科学会認定医関連施設 

  ・日本呼吸器学会認定施設 

  ・日本呼吸器外科学会専門医制度関連施設 

  ・日本呼吸器内視鏡学会認定医制度関連施設 

  ・日本消化器学会関連認定施設 

  ・日本消化器外科学会認定医制度関連施設 

  ・日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 

  ・日本リウマチ学会教育施設 

・日本神経学会教育関連施設 

・日本乳癌学会関連施設 

  ・日本形成外科学会教育関連施設 

  ・日本整形外科学会認定研修施設 

  ・日本小児科学会小児科専門医研修施設 

  ・日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

  ・日本泌尿器科学会専門医教育施設 

  ・日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

  ・日本透析医学会教育関連施設 

  ・日本アレルギー学会教育施設 

  ・日本病態栄養学会栄養管理・NST 実施施設 

  ・日本総合健診医学会優良施設 

  ・日本病院会（人間ドック）優良施設 

  ・県央スポーツ医科学センター 

  ・日本プライマリ･ケア連合学会認定研修施設 

 

１０．プログラムの管理運用体制 

当院臨床研修委員会で、その年度の各科のプログラムが総括的に協議されます。研修医の到達目標が達成

されるよう、指導する科で綿密な連携を取りあいます。 

 

１１．指導体制 

  研修科の指導責任者は、研修の成果、体制などを総合的に判断します。 
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１２．研修期間 

  （1）2 年間 

（2）・必修研修 

内科（28週以上）、救急（12 週以上）外科（8 週以上）、小児科（4 週以上）、産婦人科（4週以上）、

精神科（4週以上）、地域医療（4 週以上） 

・選択科目（40 週程度） 

 

１３．研修スケジュール（例） 

備考 

※1 必 修 ：内科・外科・救急・小児科・産婦人科・精神科・地域医療 

        （内科・外科は必修研修期間を長くしています） 

※2 選択科 ：内科・外科・救急・麻酔科・整形外科・泌尿器科・病理科・放射線科・耳鼻咽喉科・ 

皮膚科・形成外科・リハビリテーション科 

※3 院外研修：精神科・産婦人科、地域医療（地域医療は２年次に研修します） 

※4 一般外来：4週以上研修（内科･小児科及び地域医療研修と並行研修します）  

※5 在宅研修：1回以上経験（地域医療研修期間又は当院での在宅診療研修） 

※6 ローテーションは順不同 

 

１４.研修ローテーション病院 院内･院外選択科目等 

 (1）院内選択科 

内科(選択科として内科を選択した場合、専門科〈循環器・消化器・呼吸器・膠原病・神経・血液〉の

指定も可能)(1～6ヶ月)、外科(1～6ヶ月)、小児科(1～3ヶ月)、泌尿器科(1～3ヶ月)、病理科(1 ヶ月)、

麻酔科(1～2 ヶ月)、放射線科(診断・治療) (1 ヶ月)、耳鼻咽喉科(1 ヶ月)、皮膚科(1 ヶ月)、形成外

科（1 ヶ月）、リハビリテーション科（1 ヶ月）、整形外科(1ヶ月) 

（2）院外選択科目 (全科合計最大 3ヶ月まで) 

・筑波大学附属病院  

 各専門内科(循環器、消化器、リウマチ、神経、呼吸器、代謝内分泌、腎臓、血液)、心臓血管外科、呼

吸器外科、消化器外科、腎泌尿器外科、乳腺甲状腺内分泌外科、脳神経外科、小児科、小児外科、総合

診療科、精神神経科、整形外科、産婦人科、皮膚科 形成外科 放射線腫瘍科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科

口腔外科、放射線科、麻酔科、救急・集中治療科、感染症科、病理診断科、保健衛生外来 遺伝外来、

睡眠呼吸障害外来 

・東京医科歯科大学医学部附属病院  

血液内科、腎臓内科、循環器内科、食道・胃外科、乳腺外科、心臓・肺外科、眼科、形成・美容外科、

周産・女性診療科（産婦人科）、麻酔・蘇生・ペインクリニック科、救急科、膠原病・リウマチ内科、

老年病内科、呼吸器内科、大腸・肛門外科、血管外科、胸部人工臓器外科、耳鼻咽喉科、整形外科、脳

神経外科、心身医療科、内分泌・代謝内科、消化器内科、神経内科、肝胆膵外科・小児外科、泌尿器

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

内   科 救急 外科 選択科 

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

内 科 精神科 産婦人科 地域医療 救 急 小児科 選択科 
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科、頭頸部外科、皮膚科、小児科、精神科、画像診断・放射線治療科(放射線科) 

・東京医科大学茨城医療センター  

  内科（総合診療）、循環器内科、外科（血管）、内科（代謝内分泌）、皮膚科、形成外科、内科（感染症）、

小児科、整形外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、神経内科、脳神経外科、

眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、内科（腎臓）、泌尿器科、産婦人科内科（消化器）、外科（消化器）

内科（呼吸器）呼吸器外科、外科（乳腺） 

・日本医科大学付属病院  

  総合診療科、循環器内科 、神経・脳血管内科、腎臓内科 、リウマチ・膠原病内科、血液内科、糖尿病

内分泌代謝内科,消化器・肝臓内科、呼吸器内科、化学療法科、精神神経科、小児科、遺伝診療科、放

射線科、放射線治療科、東洋医学科、口腔科（周術期）、リハビリテーション科、病理診断科、外科系

消化器外科、乳腺科、内分泌外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、 眼科、整形外科・リウ

マチ外科、女性診療科、産科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、泌尿器科、皮膚科、麻酔科・ペインクリニッ

ク、緩和ケア科、がん診療科、救命救急科（CCM）、形成外科・美容外科、心臓血管集中治療科（CCU）、

外科系集中治療科（S-ICU）、脳卒中集中治療科（SCU）、救急診療科 

・茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、代謝・内分泌内科、腎臓内科、人工透析内

科、神経内科、リウマチ科、小児科、小児科（新生児）、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血

管外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼

科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻

酔科、歯科口腔外科 

・茨城県立中央病院  

 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、血液内科、腎臓内科、内分泌・糖尿病内科、

腫瘍内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、循環器外科、血管外科、心臓血管外科、乳

腺外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、形成外科、リウマチ科、小児科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、頭頸部外科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、病理診断

科、麻酔科 

・独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター  

  内科、循環器科、呼吸器科、神経内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻

酔科、消化器科、血液内科、整形外科、皮膚科、眼科、救急科 

  ・社会福祉法人 恩賜財団済生会支部茨城県済生会 水戸済生会総合病院  

    内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、腎臓内科、内分泌内科、神経内科、小児科、

外科、乳腺外科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、歯科（口腔外科）、放射線科、リハビリテーシ

ョン科、救急科、ペインクリニック内科、病理診断科 

 ・筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院  

  総合診療科、循環器内科、消化器内科・消化器外科、内分泌代謝・糖尿病内科、膠原病リウマチ内科、

乳腺外科、頭痛外来、呼吸器内科、外科、腎臓内科、神経内科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、

スポーツ整形外科、スポーツコンデイショニング外来、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、形成外科、歯

科口腔外科、放射線部、感染症科、皮膚科、眼科、放射線科、救急部・集中治療部、婦人科、 リハビ

リテーション科、禁煙外来、セカンドオピニオン外来、 

・株式会社日立製作所日立総合病院  

呼吸器内科、代謝内分泌内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、消化器内科、

循環器科、救急総合診療科、整形外科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科歯科、血液内科、腎臓内科、外

科、形成外科、新生児科、泌尿器科、リハビリテーション科 

・茨城東病院(結核診療)等を定められた期間の範囲内で任意の期間組み合わせで研修可能。 

（3）産婦人科 

筑波大学附属病院、土浦協同病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、茨城県立中央病院、東京医科大

学茨城医療センター、日立総合病院、水戸済生会総合病院、ひたちなか母と子の病院から 1ヶ月 

 (4)精神科 

栗田病院又は筑波大学附属病院 1ヶ月  

(5)地域医療 

常陸大宮済生会病院、志村大宮病院、村立東海病院、大森医院(24 時間在宅医療支援診療所)、田中循環

器内科クリニック、ハートクリニック松本(内科系診療所)、大和クリニック、西成田医院、やまき内科
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クリニック、あやべ内科医院、関内科医院、尚仁会クリニック、小林医院、おやけクリニック、黒澤内

科医院、アイビークリニック、いばらき診療所みと 

（6）保険・医療行政 

サンフラワー東海 (介護老人保健施設)、ひたちなか保健所 

 

１５．初期研修プログラム終了後の進路 

当院で引き続き専門研修を行う他、筑波大学附属病院、東京医科歯科大学附属病院等の各科専門研修プ

ログラムに進みます。その他、希望に応じて全国の専門研修プログラムへの紹介等配慮します。 

尚、成績優秀者については、初期研修あるいは他病院を含めた全研修終了後に、当院スタッフとなっ

ていただきたいと思います。 

 

１６．定員及び選考方法 

  （１）定員：8 名  

（２）選考試験日：2020 年 8月 4 日・8 月 11日 予定 （左記日程で都合がつかない場合は応相談）  

（３）試験内容：面接、小論文 

（４）採用形式：全国公募(マッチング参加) 

 

１７．研修医の処遇 

（１）身分：常勤嘱託 

（２）給与：1年次 380,000 円、2年次 390,000円 

（３）賞与：6月と 12 月に規定により支給、1 年次 1,580,000円、2年次 1,860,000 円 

（４）時間外手当：有（各種手当制度有り） 

（５）研修医室：有（１室） 

（６）宿舎：弊院宿舎「エミネンス石川(1LDK)※1」又は借上宿舎※2を提供 

※1）2011年 3月完成（部屋代 39,000 円/月、共益費 1,000 円/月、駐車場代 1,500 円/月） 

   ※2）家賃負担は病院・個人で折半 

（７）社会保険等：公的医療保険：有 

公的年金保険：有 

         労働者災害補償保険法の適用：有 

         医師賠償責任保険加入：有 

（８）学会、研究会：研修上必要性の高いものに関しては実費支給 

（９）アルバイト診療：禁止する 

 

１８．健康管理 

   職員健康診断を年 2回受診 

 

１９.勤務時間等 

勤務時間：8時 15分～16時 30 分 

休憩時間：12：00～12：45 

休暇：有給休暇（1 年次：24 日、2年次：24日）、夏季休暇、年末年始 

当直・オンコール・休日当番：4 回／月程度 
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Ⅰ到達目標 

 

医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄与する職業の重大性を深く認識し、医

師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）及び医師としての使命の遂行に必要な資質・能力を身

に付けなくてはならない。医師としての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値観を自らのものとし、

基本的診療業務ができるレベルの資質・能力を修得する。 

 

A.医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供

及び公衆衛生の向上に努める。 

２．利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

３．人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

４．自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

B.資質・能力 

１．医学・医療における倫理性 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

① 人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

④ 利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 

⑤ 診療、研究、教育の透明性を確保し、不正行為の防止に努める。 

 

２．医学知識と問題対応能力 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学的根拠に経験

を加味して解決を図る。 

① 頻度の高い症候について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応 

を行う。 

② 患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮した臨床決断を行

う。 

③ 保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 

３．診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

① 患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。 
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② 患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。  

③ 診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 

４．コミュニケーション能力 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

① 適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 

② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の主体的な意思決定を

支援する。 

③ 患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

５．チーム医療の実践 

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

① 医療を提供する組織やチームの目的、チームの各構成員の役割を理解する。 

② チームの各構成員と情報を共有し、連携を図る。 

６．医療の質と安全の管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

② 日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 

③ 医療事故等の予防と事後の対応を行う。 

④ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、自らの健康管理に努め

る。 

７．社会における医療の実践 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社 

会と国際社会に貢献する。 

① 保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 

② 医療費の患者負担に配慮しつつ、健康保険、公費負担医療を適切に活用する。 

③ 地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。 

④ 予防医療・保健・健康増進に努める。 

⑤ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

⑥ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。 

８．科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に寄与す

る。 

① 医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

② 科学的研究方法を理解し、活用する。 

③ 臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進 

の育成にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 
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② 同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌やゲノム医療等を含む。）を把握する。 

 

C.基本的診療業務 

コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、以下の各領域において、単独で診療ができる。 

１．一般外来診療 

頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を行い、主な慢性疾患につ

いては継続診療ができる。 

２．病棟診療 

急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全身的な診療とケアを

行い、地域連携に配慮した退院調整ができる。 

３．初期救急対応 

緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時には応急処置や院内外

の専門部門と連携ができる。  

４. 地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉に関わる種々の施

設や組織と連携できる。 

  

Ⅱ経験すべき症候と疾患 

 Ａ．経験すべき症候 

外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見に基づく臨

床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

ショック、体重減少･るい痩、発疹、黄疸、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・ 

失神、けいれん発作、視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血･血便、嘔気・嘔吐、腹

痛、便通異常(下痢・便秘）、熱傷・外傷、腰･背部痛、関節痛､運動麻痺･筋力低下、排尿障害（尿失禁・

排尿困難）、興奮・せん妄、抑うつ、成長･発達の障害､妊娠・出産､終末期の症候（29症候） 

Ｂ．経験すべき疾病・病態 

外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺癌、肺炎、急性上気道炎､ 

気管支喘息､慢性閉塞性肺疾患（COPD）､急性胃腸炎､胃癌､消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、胆石症、大腸癌、

腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿病、脂質異常症、うつ病、統合失調症、依

存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）（26疾病・病態） 

※ 経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常業務において作成する病歴

要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診断、治療、教育）、考察等

を含むこと。 
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Ⅲ到達目標の達成度評価 

研修医が到達目標を達成しているかどうかは、各分野・診療科のローテーション終了時に、EPOCを含めた

他職種による評価を行う。 

 

研修医評価項目 

 

Ⅰ．「A. 医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）」に関する評価 

A-1．社会的使命と公衆衛生への寄与 

A-2．利他的な態度 

A-3．人間性の尊重 

A-4．自らを高める姿勢 

 

Ⅱ．「B. 資質・能力」に関する評価 

B-1．医学・医療における倫理性 

B-2．医学知識と問題対応能力 

B-3．診療技能と患者ケア 

B-4．コミュニケーション能力 

B-5．チーム医療の実践 

B-6．医療の質と安全の管理 

B-7．社会における医療の実践 

B-8．科学的探究 

B-9．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

 

Ⅲ．「C. 基本的診療業務」に関する評価 

C-1．一般外来診療 

C-2．病棟診療 

C-3．初期救急対応 

C-4．地域医療 

 

２０．当院研修での到達目標,方略,評価について 

研修病院が多様化し、その研修方略も多様化していますが、その研修結果については、標準化が図られる

必要があると思います。すなわち、すべての臨床医にとり基本的に必要であり重要な事項は共通しており、

それを修得するために必要な経験すべき疾患、検査なども共通すると考えます。 

そのような意味で、厚生労働省が提示した到達目標が標準化され、すべての研修病院が目指すのが望まし

いと解釈し、当院の研修到達目標としました。 

当院２年間の研修で厚生労働省が提示した到達目標が全て達成できると考えます。個々の研修科目の

Outcome・Competency 又は、GIO、SBO については次ページ以降に記します。（内科・救急科は OBE形式にし

ています） 

研修方略においては、当院は従来の大学病院、大病院での研修とは異なり、中規模病院かつ地域の中核病

院としての種々の特徴を有しておりますことを特記しておきます。 

評価は EPOC2 で行います。また、メディカルスタッフによる 360度評価も参考にします。 
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ひたちなか総合病院各科カリキュラム 

 

内科臨床研修カリキュラム 

 

Outcome 

内科の基本的な診療技術を習得し、プロフェッショナルとして望ましい姿勢、態度を身につけた医師。 

患者さんの病態を正確に把握し、的確に相手に伝えられる医師（コミュニケーション）。 

 

Competency 

（１） 病歴、身体所見から病態の評価を行い、鑑別診断を挙げ、必要な検査、治療計画を立てられる。 

（２） 患者の病態を、適切に評価し、指導医や他の医療スタッフに正確に伝えられる。 

（３） 基本的疾患について、トリアージできる。 

（４） 内科的基本検査を指示または施行し、結果を解釈できる。 

（５） 指導医の監督のもと、基本的検査手技、治療手技が施行できる。 

（６） 患者の急激な病態の変化について、その原因を推察し、検査、治療計画を立て、状況に応じて初

期治療を施行できる。 

（７） 医療チームにおける自分の役割をすみやかに理解、行動し、診療活動が円滑に行われるよう協調、

配慮する態度を身につける。 

（８） 疾病予防、健康増進活動に関する知識を持ち、生涯教育の観点から患者教育に積極的に関与でき

る。 

 

Learning strategy 

（１） 内科研修科を 6グループ（循環器・消化器・呼吸器・膠原病・神経・血液）に分けて研修する（各

グループは緊密に連携し、腎臓、代謝内分泌は適宜振り分ける） 

研修期間は必修内科の場合、各グループ原則１ヶ月（選択科目で内科専門科希望の場合は期間追

加） 

研修科が変わっても、原則として退院まで患者を受け持つ。（但し延長最長１ヶ月、最大 2 名ま

で） 

週 3回の朝のカンファレンス(月・水・金 0810～0830)は内科研修医全員で一緒に行う。 

救急科の研修期間を総合内科的に運用する。（救急総合内科指導医あるいは救急外来担当内科指

導医と共に診療して受け持つ。内科の全体行事参加） 

（２） 指導医の監督のもとに、８名程度の病棟患者を受け持ち、診療する。 

（３） 受け持ち患者の病態に関して、問題点を整理し、毎日カルテに適切に記載する。 

（４） 指導医・上級医の監督のもとに当直医、オンコール医、平日救急当番医、休日病棟当番医として

勤務し、様々な状況を経験し、疑問があれば指導医とディスカッションして診断・治療・計画立

案能力を磨く。 

（５） 全体カンファレンス、各科回診等で、受け持ち患者について、的確なプレゼンテーションを行い、
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疾病の経過や病態のポイントを短く纏めて、正確に伝達する能力を磨く。 

（６） 隔週火曜日(12：30～)、研修医間で調整して担当を決め、担当研修医は CCで発表する患者につい

て指導医の指導の元でスライドを作成し、的確なプレゼンテーションを行い、ディスイカッショ

ン等を通じて病態の鑑別や理解を深める。CC の症例を学会等での発表につなげる。 

（７） 各科の回診・教育日程を把握して、参加する。 

（８） 各科の検査日程等を把握し、指導医の監督のもとに内科的診断手技、各種検査に術者および助手

として携わり、基本的技術を習得する。（心臓カテーテル検査・治療、消化管内視鏡検査・治療な

ど） 

（９） 受け持ち患者の退院に当たって退院要約を遅滞なく記載し、指導医のチェックを受ける。 

（１０）EPO2 の症例レポートは、退院要約をまとめて、形式を整えて作成する。症候レポートは症候に

focusした考察を追加する。 

（１１）指導医の監督のもとに学会発表等に携わる。 

（１２）毎週火曜日(17:30～)、研修医レクチャーに参加し、基本的診療に関する知識を学ぶ。 

（１３）隔週水曜日(17:30～)、ジャーナルクラブに参加し、英文読解能力を向上させつつ、視野を広げ

る。 

（１４）第４月曜日(17:30～)、救急症例カンファレンスに参加し、症例提示、ディスカッションに参加

する。 

（１５）CPCに関して、病理側、臨床側から症例をまとめ、発表する。CPC担当研修医は、プレゼン資料

作成と並行してレポート作成を進め、CPC終了後、最終修正して、速やかにレポートを教育研修

センターに提出、堀口先生と臨床研修責任者の承認を得て EPOCに登録する。 

（１６）そのほか、院内講演会、キャンサボード、茨城県中県北レジデントセミナー、ひたちなか胸部疾

患カンファレンス、外国人医師による教育回診、などに参加し、ディスカッションに加わる。 

（１７）当直明けは原則半日勤務とするので、仕事を整理してできるだけ早く帰宅するようにする。（場

合によっては後日代休を取得する） 

（１８）原則として週 1日は休みとする。（各科指導医と相談） 

 

Evaluation 

１、EPOC2による評価と 360°評価を行う。（各自の EPOC登録が必須。レポートは各科指導医に見せてチ

ェックを受けたら速やかに登録する） 

２、毎月第 1木曜日に、自己評価、360°評価等を参考にしながら、振り返り面談を実施する。 

大切な評価なので、やむを得ず出席が難しい場合は、必ず教育研修センターに連絡し、別の日程 

を確保する。 

３、各種勉強会等への参加に関しては出欠をとって、参加回数を評価に加える。 

４、各科研修前に自分の目標を書いて指導医と共有し、研修修了時に目標達成度を評価する。 

５、毎月末に評価表（研修医の自己評価および内科の指導体制等に関する評価を記載）を提出。評価表は

支障のある場合を除き、内科のスタッフで共有する。 

６、全般的な事務は教育研修センターが行う。 
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救急臨床研修カリキュラム 

 

Outcome 

救急外来ならびに内科入院管理の適切な初期対応を自ら実施でき、必要なタイミングで各専門医に相

談できる医師。プロフェッショナリズムを実践し、良好な医師-患者関係を築くことができる医師。 

 

Competency 

（１） 救急外来の患者のトリアージ・優先順位が付けられる。 

（２） プレゼンテーションの重要性を述べられ、実際に専門医にコンサルテーションできる。  

（３） 以下の疾患について、専門医につなぐまでの初期診断・治療が述べられ、指導の下で実施でき

る：心肺停止、敗血症、急性冠症候群、上部消化管出血、脳卒中、外科的急性腹症、骨折。 

（４） 患者・家族の心情を配慮した接遇の重要性が述べられ、実施できる。 

（５） 内科入院時に以下の疾患の治療計画を立てられ、退院まで管理ができる：肺炎・尿路感染・糖尿

病。 

 

Learning strategy 

（１） Procedures Consult などの e-learning で事前学習の後、実際の症例でのトリアージ・重症度な

どを指導医と議論する。 

（２） プレゼンテーションの重要性や要点について、同僚とスモールグループディスカッションを実施

する。 

毎日のカンファレンスにて診療症例をプレゼンテーションし、指導医からフィードバックを受け

る。 

（３） 研修開始時に上記疾患の初期診断・治療に関する事前テストを受ける。不足点については、指導 

医から短時間の講義を受ける。 

（４） 指導医と共に救急患者、内科入院患者の診療にあたり、同日内にフィードバックを受ける。 

（５） 実際に診療した症例について、各自で考察してまとめ、週 1 回程度、科のカンファレンスで発表

する。 

（６） ICLSコースを受講する。 

（７） 接遇の要点を講義で確認し、指導医の管理の下で実践する。 

 

Evaluation 

形成的評価として、研修中間の時点で、以下を実施する。 

（１） 事前テストを再度受け、知識の定着度を確認する。 

（２） 指導医と面談を実施し、達成した competencyを確認する。 

総括的評価として研修の最終週に以下を実施する。 

（１） 事前テストを再度受け、知識の定着度を確認する。 

（２） 評価日を決め、実際の診療の様子を指導医が半日観察し、competency別に評価する。 

（３） EPOC2による評価と 360°評価を行う 
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地域医療臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

１．良質の慢性期医療を遂行するために必要な知識・技能・態度を身につける。 

２．患者の持つ問題を、心理的・社会的側面を含め適切に解決することができる。 

３．慢性疾患患者や高齢患者の管理上の要点を把握し、リハビリテーションや在宅医療、社会復帰への

計画立案ができる。 

４．チーム医療において、他の医療・福祉・保健関係者と協力して医療が行える。 

 

行動目標（SBO） 

１．基本的診察法を身につける：面接技法・インフォームドコンセント・一般内科学的所見・リハビリ

テーション医学的所見 

２．基本的検査法：高齢患者や在宅医療患者において、放射線検査や超音波検査、内視鏡検査などの検

査の必要性・危険性、介助方法、コストなどを総合的に勘案して実施できる。 

３．基本的治療法：高齢患者や在宅医療患者において、危険性、患者の QOL に対する影響、コストなど

を総合的に勘案して治療できる。 

４．老年医学：老人保健施設での回診や会議に参加することで、老人保健施設の役割を理解し老年医療

を取り巻く諸問題を解決できる。 

５．在宅医療：在宅訪問診療医に帯同し、訪問看護・リハビリスタッフと協力することで在宅医療を行

う。 

６．文書記録：介護保険、主治医意見書、訪問看護・訪問リハビリテーション指示書などを適切に作成

することができる。 

 

方略 

 

医療法人恒貴会大和クリニック 

１．以下の日程にて研修を行う。 

月曜日  午前 8：30～オリエンテーション 9：00～訪問診療 12：30～カンファレンス 

       午後 2：00～訪問診療 5：00～カンファレンス 

火曜日  午前 8：15～勉強会 9：00～訪問診療 12：30～カンファレンス 

       午後 2：00～訪問調剤（薬局にて） 

水曜日  午前 8：30～訪問看護 

      午後 1：30～訪問リハビリ 

木曜日  午前 9：00～訪問診療 12：30～カンファレンス後訪問看護とカンファ 

      午後 2：00～居宅支援事業所（ケアマネと訪問） 

金曜日  午前 8：15～勉強会 9：00～訪問診療 12：30～カンファレンス 

       午後 2：00～訪問診療 後 まとめ 
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ハートクリニック松本 

１．指導医とともに外来診療 

２．指導医とともに検査診療 

 

医療法人 大森医院 

１．以下の日程にて研修を行う。 

月曜日  午前 移動 

       午後 訪問看護 

火曜日  午前 通所リハ 

      午後 訪問看護 

水曜日  午前 特養ホーム 

      午後 巡回診療、病棟カンファレンス 

木曜日  午前 訪問診療 

      午後 特養回診 

金曜日  午前 外来 

       午後 まとめ 
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外科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標(GIO) 

外科疾患の診断プロセス・手術適応・手術方法ならびに周術期管理について幅広く学び，同時に外科的な

基本手技を修得することによって，外科領域の基本的な診療能力を身につける。 

 

行動目標(SBO) 

１．以下の検査に関し，①適応の判断 ②手技の実施 ③結果の解釈 が出来る。 

血液検査全般，動脈血液ガス分析，胸腔穿刺，腹腔穿刺 

２．胸部・腹部単純 X線写真の系統的な読影ができ，異常所見を指摘し，解釈を述べることができる。 

３．上部・下部消化管造影検査の系統的な読影ができ，異常陰影を指摘し，解釈を述べることができる。 

４．マンモグラフィーの基本的な読影ができる。 

５．乳房超音波検査，腹部超音波検査の基本的な読影ができる。 

６．頚部・胸部・腹部・骨盤ＣＴ検査及び MRI検査の系統的な読影ができ，異常所見を指摘し，解釈を述

べることができる。 

７．上部・下部消化管内視鏡検査の適応・実施方法を理解し，代表的な疾患の所見を述べることができる。 

８．５大がん（乳癌，肺癌，胃癌，肝癌，大腸癌）に対して，診療ガイドラインに沿った診断および治療

方法の立案ができる。加えて，５大がんの基本的な手術手技について理解し，手順を述べることがで

きる。 

９．癌取扱い規約に基づいて病理検体の取り扱い方法を理解する。 

１０．乳癌，肺癌，胃癌，大腸癌に対する化学療法を，効果や副作用などを理解しプロトコールに従って

実施できる。 

１１．緩和ケアに関して理解し，基本的な症状コントロールが実施できる．患者の尊厳に対する配慮，家

族への対応が適切に行える。 

１２．外科救急疾患として気胸，消化管穿孔，急性胆嚢炎，急性虫垂炎，腸閉塞などを迅速かつ正確に診

断して初期対応を行うことができる。 

１３．手術リスクの評価を的確に行い，それに応じた術後管理を立案し，かつ実践できる。 

１４．輸液および栄養管理の基本を理解し，かつ適切に実施できる。 

１５．外科的な基本手技として，胸腔・腹腔穿刺，中心静脈カテーテルの挿入，縫合糸の結紮（外科結び），

皮膚縫合を適切に行うことができる。 

１６．外科治療の本質を理解する。 

 

方略 

１．病棟において 10人程度の患者を受け持ち，上級医・指導医の指導のもと受け持ち医として主体的に 

診療する。 

２．病棟回：月曜日～金曜日朝夕，担当患者について電子カルテを用いながらプレゼンテーションを行い

ながら，経過に対する判断，問題点の抽出・解釈・対応法などについて上級医・指導医と討論する。

その後，上級医・指導医とともに回診を行う。 
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３．手術カンファレンス：週一回（水）。担当患者の問診・理学所見・血液検査・画像検査・手術リスク・

術式・術後管理の指針について PowerPointを用いてスライドを作成し，プレゼンテーションを行う。 

４．担当患者の手術にすべて参加し，実力に応じて基本的な手術手技の修練を行う。指導医ともに，術前

画像・手術所見・病理所見の三者を比較検討して理解を深める。 

５．合同カンファレンス…月１回（月），夕方．外科，内科，放射線診断部，放射線腫瘍部，病理部で構

成される Cancer Boardに参加する。 

６．研修医講義：週１回（火）16時 30分～．業務を調整するので原則的に参加する。 

７．ジャーナルクラブ：隔週 1回（水）17時 30分～．研修医を主体とした抄読会であり，業務を調整す

るので可能な限り参加する。 

８．縫合実習：月１回（木），19時～．外科結びと持針器の使い方に関する基本手技を修得する（特に真

皮縫合のトレーニングに注力している）。 

９．学術集会に積極的な参加し，さらには積極的に演題を応募して発表する。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う。 

２．修了時に評価表（研修医の経験内容等に関する自己評価および外科の指導体制等に関する評価を記

載）を提出する。 

３． メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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小児科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

主な小児疾患について幅広く学びながら、小児を診療するのに必要な基礎知識、技能、態度を修得する。 

 

行動目標(SBO) 

１．子どもの成長、発達に関する基本的知識を獲得する。 

２． 子供や家族とり適切な人間関係を築きつつ、養育者からの情報や患児の訴えを的確に情報収集でき

る。 

３．年齢に応じた身体所見のとり方を学ぶ。 

４．主訴や症候から鑑別疾患をあげ、診療計画が立てられる。 

５．小児の採血、末梢静脈確保、導尿、浣腸、腰椎穿刺などの手技ができる。 

６．検査結果について、成人と小児の相違点を学び評価できる。 

７．検査および処置時の鎮静・鎮痛の必要性を理解し、安全性を確保しながら検査・処置を行うことがで

きる。 

８．小児救急診療について 

1）全身状態や視診、バイタルサインから重症度を推察できる。 

2）初期輸液や痙攣時の対応を学ぶ。 

3）呼吸障害、脱水、痙攣等の病態に対して初期対応ができる。 

９．経験すべき疾患について 

1）感染症の診断、治療（呼吸器感染症、消化管感染症、尿路感染症、中枢神経感染症） 

2）気管支喘息の診断、治療 

3）食物アレルギーの診断、検査 

4）熱性けいれん、てんかんの診断、治療 

5）川崎病の診断、治療 

6）脱水症の輸液計画 

7）貧血の鑑別診断 

8）低身長の鑑別診断、負荷試験 

9）発達障害児への対応 

10）虐待への対応 

１０．的確なプレゼンテーションを行い、診療方針について上級医に相談できる。 

１１．指導医の指導監督のもと、病状説明ができる。 

１２．適切なチーム医療、医療連携を実践するため、医療チームの構成員としての役割を理解し、メンバ

ーと強調できる。 

１３．乳児健診や予防接種の必要性を学び、制度について理解する。 

 

 

 



26 

 

方略 

１．病棟 

1）入院患者を受け持ち（10－20 人程度）、上級医・指導医の指導のもと、受け持ち医として主体的

に 

診療する。 

2）夕回診：受け持ち患者に関してプレゼンテーションを行い、診療方針について議論する。 

3）上級医・指導医の指導のもとで、病状や方針について養育者に説明する。 

4）採血・静脈路確保、導尿、髄液穿刺等の病棟で行われる処置を積極的に行う。 

 

２．外来 

1）外来で行われる処置（採血、静脈路確保、導尿等）を行う。 

2）救急患者、紹介患者については積極的に指導医とともに診療にあたる。 

3）その他、地方会や勉強会に積極的に参加する。学術的に貴重な症例を受け持った場合には、地方

会などの学会で発表を行う。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う。 

２．ローテーション中に指導医面接による評価を行う。 

３．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。
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産婦人科臨床研修カリキュラム 

当院には産婦人科病棟がないため、筑波大学附属病院、東京医科歯科大学附属病院、茨城県立中央病院、東

京医科大学茨城医療センター、土浦協同病院、日立総合病院、ひたちなか母と子の病院いずれかにて 

1 ヶ月間の研修を行う。 

 

一般研修目標（GIO） 

１．女性特有の疾患に関する基本的診療技能を修得する。 

２．妊娠・産褥・授乳期の女性の身体的、精神的変化を理解し、女性特有のプライマリ・ケアを研修する。 

３．少子高齢化時代にマッチした女性の QOL向上を目指した医療を学ぶ。 

 

行動目標（SBO） 

１．妊娠・分娩・産褥の生理を理解する。 

２．妊娠の検査・診断を理解する。 

３．流・早産の病態と治療を学ぶ。 

４．視床下部・下垂体・卵巣系の内分泌調整系を理解する。 

５．婦人科良性腫瘍の診断法ならびに治療を学ぶ。 

６．婦人科悪性疾患の早期診断法を理解する。 

７．産婦人科特異的な問診および診療録の記載法を学ぶ。 

８．視診(一般的視診および膣鏡診) 、触診(外診、双合診、内診、妊婦の Leopold触診法など) 、 直腸

診、膣・直腸診などの基本的技能を学ぶ。 

９．婦人科内分泌検査 、不妊検査 、 妊娠診断検査、感染症検査、細胞診・病理組織検査 、内視鏡的検

査、超音波検査、放射線学的検査等を学ぶ。 

１０．産婦人科における基本的治療法を学ぶ。 

１１．経験すべき症状、病態、疾患を経験する。 

 

方略 

指導医の監督のもとに病棟患者を受け持つ。 

指導医の監督のもとに外来診療に携わる。 

 

評価 

EPOC2による評価を行う。 
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精神科臨床研修カリキュラム 

当院には精神科病棟が無いため、栗田病院又は筑波大学附属病院にて１カ月の研修を行う。 

 

一般研修目標（GIO） 

１．患者を身体面だけでなく心理・精神的にとらえる基本姿勢および知識を修得する。 

２．精神療法および精神科薬物療法について基本的知識を修得する。 

３．集団力動について学び、チーム医療つくりに役立てる能力を修得する。 

４．現代社会における精神的ストレスについて理解できるようになる。 

 

行動目標（SBO） 

１．基本的な面接法を学ぶ。 

２．精神症状の捉え方の基本を身につける。 

３．精神疾患に関する基本的知識を身につける。 

４．精神症状に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。 

５．向精神薬の使い方に慣れる。 

６．基本的な精神療法の技法を学ぶ 

７．精神障害者のリハビリテーションについて理解をする。 

８．職場のメンタルへルスについて基本的知識を身につける。 

９．精神保健福祉法について理解を深める。 

 

方略 

指導医の監督のもとに病棟患者を受け持つ。 

指導医の監督のもとに外来診療に携わる。 

 

評価 

EPOC2による評価を行う。 

メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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麻酔科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

基本的な麻酔管理を通じて呼吸管理、循環管理を身につけ、急変時対応に応用できる。 

 

行動目標（SBO） 

１．バイタルサインの把握ができる。 

２．基本的なモニター（自動血圧計、ECG、SaO2、動脈圧ライン）の装着と解釈ができる。 

３．気道確保、マスク換気を実施できる。 

４．気管挿管を実施できる。 

５．人工呼吸を実施できる。 

６．静脈路確保、中心静脈路確保、動脈圧ライン確保を実施できる。 

７．胃管の挿入と管理ができる。 

８．脊椎くも膜下麻酔のための腰椎穿刺ができる。 

９．鎮静剤、筋弛緩剤、心血管作動薬、局所麻酔薬、オピオイドの適切な使用ができる。 

１０．適切な輸液管理ができる。 

１１．術前リスクの評価と麻酔管理計画を適切に立てることができる。 

 

方略 

１．練習用マネキン人形を使用したマスク換気、挿管手技の訓練。 

２．1日 2-3例程度の麻酔管理症例を、上級医・指導医とともに担当する。 

３．朝カンファレンス…毎朝 8：00より 1日の症例のリスク評価と麻酔管理方針について検討する。 

４．その他、地方会や研究会に積極的に参加する。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う 

２．ローテーション中に適宜面接評価を行う。 

３．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 

 

自由選択科目臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

初期研修の仕上げとして、研修医自らが研修希望を出し、研修計画を立てて、後期研修につなげていくと

共に、今後臨床医として活動していく上で必須の、自己学習、生涯学習の態度を修得する。 

なお、専門研修としては筑波大学全科などの協力のもと臨床研修・研究活動の基礎を修得する。 

 

行動目標（SBO） 

１．自分の知識の足りない点、興味のある分野などにつき、正しく認識できる。 
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２．自分の臨床能力を高め、将来につなげるための臨床研修計画が立てられる。 

３．自分で立てた臨床研修計画に基づき、筑波大学附属病院の希望する科、その他適切と思われる施設で研

修する 

以下、主要な選択科目の GIO、SBO、方略、評価を示す。 
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泌尿器科臨床研修カリキュラム 

一般研修目標（GIO） 

泌尿器科診療の基本を身につけ、主な泌尿器科疾患について検査・手術を含めて幅広く学び、泌尿器科領

域の基本的な診療ができる。 

 

行動目標(SBO) 

１．以下の処置の適応について理解したうえで、補助ができる、また、自らも施行出来るようになる。 

1）導尿。尿道カテーテル留置。 

適応を理解し、尿道の解剖を理解し、カテーテルの種類と使い分けが理解できる。 

  2）直腸診。前立腺の解剖を理解した上で触診できる。 

3）膀胱洗浄。手動膀胱洗浄の適応を理解、手動膀胱洗浄ができる。血尿の管理ができる。 

4）安全に尿道ブジーができる。 

２．以下の検査に関し、①適応の判断 ②手技の実施 ③結果の解釈 が出来る。 

尿道・膀胱ファイバー。腎・膀胱・前立腺エコー。経直腸的前立腺エコー。 

３．KUB、DIP、腹部Ｘ線の系統的な読影ができ、異常陰影を指摘し、解釈を述べることができる。 

４．腹部 CTの系統的な読影ができ、尿路系異常陰影を指摘し、解釈を述べることができる。 

５．以下の手術について、解剖、手技の概要を理解する。 

1）経尿道的手術（TUR-BT、TUR-P、TUL、膀胱砕石術） 

2）腎摘出術、腎部分切除術、腎尿管全摘術 

3）前立腺全摘術 

4）膀胱全摘術 

5）経尿道的尿管ステント留置、経皮的腎瘻造設術 

6）除睾術 環状切除術 

６. 主な化学療法の効果や副作用などを理解する。 

  1）GC療法 

  2）ドセタキセル療法 

７. 主な免疫療法の効果や副作用などを理解する。 

  1）オプジーボ（ニボルマブ） 

  2）キイトルーダ（ペンブロリツマブ） 

８. 緩和ケアに関して理解し、基本的な症状コントロールが実施できる。 

９．患者の尊厳に配慮し、死亡確認および遺族への対応が行える。 

１０．研修期間中に以下の疾患を受け持つ 

膀胱癌、前立腺生検、前立腺癌、急性腎盂腎炎、急性前立腺炎、尿閉、膀胱タンポナーゼ 

１１．他科からのコンサルテーション、他科への依頼に関して基本的姿勢、手順を理解する 

 

方略 

１．病棟で５人程度の患者を受け持ち、指導医の指導のもと受け持ち医として主体的に診療する。 

２．毎日の回診に加わり、週１回（水）、泌尿器科病棟カンファレンスで、受け持ち患者に関してプレゼ
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ンテーションを行う。 

３．研修医全体の抄読会に参加する…週１回（水曜）。 

４．研修医全体の研修医レクチャーに参加する 週１回（火曜） 

５．その他、地方会や研究会に積極的に参加する。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う 

２．修了時に評価表（研修医の経験内容等に関する自己評価および指導体制等に関する評価を記載）を提

出。 

３．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

整形外科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

運動器疾患の患者を適切に診断、治療できるようにするために、整形外科の基本的な臨床能力を身に 

つける。 

 

行動目標(SBO) 

１．救急医療 運動器救急疾患、外傷に対応できる基本能力を身につける。 

1）多発外傷における重要臓器損傷とその症状を述べることができる。 

2）骨折に伴う全身的、局所的症状を述べることができる。 

3）神経、血管、筋腱損傷の症状を述べることができる。 

4）脊髄損傷の症状を述べることができる。 

5）多発外傷の重症度を判断できる。 

6）多発外傷における優先検査順位を判断できる 

7）開放骨折を診断でき、その重症度を判断できる。 

8）神経、血管、筋腱損傷を診断できる。 

9）神経学的診察により麻痺の高位判断ができる。 

10）骨関節感染症の急性期症状を述べることができる。 

２．慢性疾患 運動器慢性疾患の重要性、特殊性を理解し、基本的な診断能力を身につける。 

1）変性疾患を列挙し、その自然経過、病態を述べることができる。 

2）関節リウマチ、変形性関節症、脊椎変性疾患、骨粗鬆症、骨軟部腫瘍の画像の解釈ができる。 

3）2の疾患の臨床検査、鑑別診断、初期治療方針を立てることができる。 

4）腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれの病態の理解ができる。 

5）理学療法の処方が理解できる。 

３．基本手技 運動器疾患の診断、治療をおこなうための基本手技を身につける。 

1）身体計測ができる（ROM 、四肢長、四肢周囲径 ）。 

2）適切な X線写真の撮影部位、方向を指示できる。 

3）骨関節の身体所見がとれ、評価できる。 

4）神経学的所見がとれ、評価できる。 

5）一般的な外傷の診断、応急処置ができる。 

6）医療記録 運動器疾患に関する必要事項を医療記録に適切に記載できる。 

7）運動器疾患に関する正確な病歴の記載ができる。 

8）運動器疾患の身体所見を記載できる。 

9）各種検査結果の記載ができる。 

10）症状、経過の記載ができる。 

11）診断書の種類と内容が理解できる。 
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方略 

１．病棟で患者を受け持ち、上級医、指導医の指導のもと受け持ち医として主体的に診療する。 

２．上級医、指導医と主に病棟回診を行う。 

３．受け持ち患者の検査、治療に可能な限り参加し、一部実践する。 

４．外来診療を見学し、上級医、指導医の身体所見の取り方、診断に達するまでの過程を学び、診断能力

の獲得を図る。 

５．リハビリカンファレンス(金曜日)に参加し、受け持ち患者のプレゼンテーションをする。 

６．近隣の研究会等に積極的に参加する。 

７．貴重な症例に遭遇した場合は、症例研究発表を行う。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う。 

２．終了時に評価表（研修医の経験内容等に関する自己評価および整形外科の指導体制等に関する評価を

記載）を提出。評価表は整形外科のスタッフ、シニア以上のレジデントすべてが共有する。 

３．研修期間中に指導医が適宜試問評価を行う。 

４．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。
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耳鼻咽喉科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

耳鼻咽喉科としての特殊性を理解し、基本的診療技能を修得する。 

 

行動目標（SBO） 

１．耳鼻咽喉科特有の感覚器機能、音声機能、聴覚機能、嚥下機能に関する基本的知識を学ぶ。 

２．耳鼻咽喉科的救急疾患に関する対応を研修する。 

３．耳鼻咽喉科に基本的な検査を研修する。 

４．耳鼻咽喉科に特有な治療法を研修する。 

５．耳鼻咽喉科領域の内視鏡検査を修得する。 

 

方略 

１．外来で新患の病歴や耳鼻咽喉科所見をとり、上級医、指導医とともに病態を推定し、鑑別疾患を挙げ

必要な検査、治療計画を立てる（月、水、木、金午前中）。 

２．入院患者の診療、カルテ記載を上級医、指導医と伴に行う（月、木、金午後） 

３．平日は病棟朝回診（8 時 30 分から）に参加し、入院患者の所見、治療方針等のミニカンファランス

を毎朝行う。内視鏡検査を実践する。 

４．手術日（火曜日）は事前に手術内容を可能な限り予習し、助手として参加する。場合によっては、上

級医、指導医指導監督のもとに一部の手術手技を実施する。 

５．研修期間中に日耳鼻茨城県地方部会学術集会があれば、積極的に参加する。 

 

評価 

EPOC2による評価を行う。また、メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。
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皮膚科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

皮膚の構造・機能・病態生理を理解し、診断手技を身につける。さらにそれに基づいた基本的な皮膚疾患

の治療ができる。 

 

行動目標（SBO） 

１．問診法と適切な視診が実施できる。 

２．記載発疹学を修得し、個疹を正確に表現できる。 

３．皮膚病理学で見られる組織学的所見を正しく判定する。 

４．代表的皮膚疾患についての病理組織像を熟知する。 

５．皮膚外用剤の主剤および配合剤の種類を列挙し、効果、副作用につき説明できる。 

６．各種スキンケア製品の適応と使用法を理解する。 

７．皮膚悪性腫瘍の特徴を認識し、診断できる。 

８．内臓病変の皮膚表現について把握し、検査を行うことができる。 

９．コンサルテーションを求められたときの適切な対応を学ぶ。 

１０．褥瘡の病期分類を熟知し、治療を実施できる。 

１１．アレルギーが関わる皮膚疾患について十分な知識を習得する。 

１２．皮膚外科手技について、適応・方法・限界を理解し、症例について適応を判断できる。 

 

方略 

１．外来で問診・視診を行う。 

２．臨床所見から考え得る病名ならびに鑑別疾患を複数個挙げた上で記録する。 

３．生検を行い、病理所見を観察し臨床像との検討・解釈を行う。 

４．受け持ち患者の皮膚疾患について教本、症例報告にあたり学習する。 

５．治療経過を要約しレポートにまとめる。 

６．病棟回診における処置の際は積極的に関わる。 

７．コンサルテーションされた症例を担当し、経過を詳細に把握する。 

８．講習会や研究会に参加する。 

 

評価 

１．指導医による試問（口頭試問、疾患別の発疹・病理リスト作成）、レポート提出等により行う。 

２．専門医認定試験の過去問題を解く。 

３．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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形成外科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

形成外科の診断・治療の基本知識を理解し、初歩的な技術の取得を行う。 

 

行動目標（SBO）   

・形成外科的対象疾患（注）と、初期治療の対応を理解する。 

・創部の管理のための適切な薬剤・各種創傷被覆剤を選択できる。 

・局所麻酔薬が適切に使用できる。 

・手術助手として術者を適切に介助できる。 

・表皮・真皮縫合ができる。 

 

（注）当院においては、切創・挫創・動物咬傷等の身体表層の外傷一般、熱傷、顔面骨骨折、手指の外傷

（切断指を含む）、母斑・血管腫等の皮膚良性腫瘍、皮膚悪性腫瘍、悪性腫瘍術後再建（乳房再建を含む）、

瘢痕、ケロイド、難治性潰瘍、眼瞼下垂、巻き爪、下肢静脈瘤など 

 

方略 

１．上級医、指導医と病棟回診を行う。 

２．患者の検査・治療（手術）に参加する。 

３．外来診療を見学し、身体所見の取り方、診断に達するまでの過程を学び、診断能力の獲得を図る。 

 

評価 

１．指導医による試問（口頭試問）、実技により行う。 

２．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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放射線科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

(放射線診断) 

将来の専攻科にかかわらず、適切な診断・治療・管理ができるようになるために、放射線科の検査を理解

し、画像から病態を把握、的確に相手に伝わるレポートが作成できる。 

(放射線治療) 

放射線治療の適応を的確に理解し、指導医と共に治療計画の立案および作成をし、実際に放射線治療を行

うことができる。 

 

行動目標（SBO） 

(放射線診断) 

１．超音波検査手技の習得、患者への適切な接し方の習得。 

２．依頼内容から必要な検査を想定できる。 

３．画像に基づいたがんの病期診断ができる。 

４．施行した検査が妥当か、追加すべき検査があるか判断できる。 

５．脳梗塞・虫垂炎など基本的な急性期病変を診断できる。 

６．診断した内容を的確に文章化できる。 

７．診断した内容に的確に重みづけができる。 

８．レポート以外の手段を用いた主治医への連絡の必要性の有無を判断でき、適切な手段で伝えることが

できる。 

(放射線治療) 

１．腫瘍の局在や進展範囲の決定のための臨床診断ならびに画像診断ができる。 

２．病期診断をするための検査法を適切に選択できる。 

３．種々の腫瘍の自然史、進展様式の相違を理解できる。 

４．放射線生物学の基礎を理解できる。 

５．放射線治療に用いられる放射線の物理学的な特性の基礎を理解できる。 

６．外部照射、小線源治療ならびに RI 治療の種類と特徴を理解できる。 

７．根治照射ならびに対症照射の適応を理解できる。 

８．正常組織の耐容線量と有害事象発生、腫瘍の放射線感受性と根治線量について理解できる。 

 

方略 

(放射線診断) 

１．毎日数例の画像レポートを作成する。 

依頼目的と電子カルテから患者の状態を把握、得るべき情報を判断、診断の根拠となる画像を選択、

レポートを作成。指導医と共に内容を再検討、完成させる。 

レポートする疾患は指導医が時期に応じて与える。 

２．空き時間は診療放射線技師の指導下で、腹部超音波検査手技と同時に患者への適切な接し方を習得す
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る。 

３．将来専攻したい科に沿った検査実習（UGI検査見学・心エコー検査実習・単純写真撮影実習など）は

希望あれば対応。 

４．Cancer boardへの参加 

（水曜日） 

５．研修最後の週に画像に関連する、興味ある病態の技師へのミニレクチャー。 

 

(放射線治療) 

１．腫瘍の TNM分類を決定する。 

２．指導医のもとで、放射線治療患者に対する適切な診療を行う。 

３．照射症例の腫瘍ならびに正常組織の照射効果を評価する。 

４．対症照射症例の治療計画を行う。 

５．Cancer Boardで主要ながん患者の治療方針について討論に参加する。 

 

評価 

１．EPOC2による評価を行う。 

２．各種勉強会等への参加に関しては出欠をとって、参加回数を評価に加える。 

３．メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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病理科臨床研修カリキュラム 

 

一般研修目標（GIO） 

初期研修中の病理研修は「臨床医として役に立つ病理学的知識や技能の習得」を目的とします。 

１．日常の病理診断業務を通して病理診断がどのように行われているかを病理側の視点で学ぶ。 

２．剖検例を通して病理学的な考え方を身につける。 

 

行動目標（SBO） 

１．病理組織・細胞診断の意義と限界を学ぶ。 

２．病理組織検体の提出方法と依頼書の書き方を学ぶ。 

３．細胞診検体の提出方法と依頼書の書き方を学ぶ。 

４．標本の作製法と病理組織・細胞診断の進め方を学ぶ。 

５．病理組織・細胞診断報告書の読み方を学ぶ。 

６．術中迅速診断の適応、有用性、限界を学ぶ。 

７．病理解剖の現状、意義を学ぶ。 

８．病理解剖に参加し、臨床経過と解剖結果を比較しながら全身を診ることを学ぶ。 

９．剖検例 1例を検証し、剖検の重要性と限界を学ぶとともに、病態生理について病理学的に考察する。 

（院内 CPCで症例提示を行い，CPCレポートを作成する。） 

 

方略 

１．指導医の監督のもとに病理標本の作成に参加する。 

２．指導医の監督のもとに病理組織・細胞診断に参加する。 

３．指導医の監督のもとに病理解剖に参加する。 

 

評価 

EPOC2による評価を行う。また、メディカルスタッフによる 360 度評価を参考にする。 
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リハビリテーション科臨床研修カリキュラム 

 

【一般目標】GIO： 

 リハビリテーション（以下、リハ）医学全般の研修によって、リハ医学が全世代の患者の社会参加を目

指して、全ての診療科領域に関係し、急性期・回復期・生活期の各病期に関与し、多職種の包括的チーム

アプローチで行われていることを理解し、全ての医師が具有すべきその理念と知識・技術の概略を習得す

る。 

 

【行動目標】SBOｓ： 

1. リハ医学で行われている、国際生活機能分類（ICF）に基づいた機能障害、活動制限、参加制約の概

念を理解する。 

2. 障害を有する、または生ずる可能性のある入院及び外来患者の担当医となり、基本的な診察を行い正

しい所見をとれる。 

3. 全身状態を把握するために患者の情報を収集し、リハを実施する際のリスク管理ができる。 

4. 理学療法（PT）、作業療法（OT）、言語聴覚療法（ST）の適応の判断と基本的な処方ができる。 

5. 患者の予後予測と生活機能評価に基づいた、リハのゴール設定ができる。 

6. コミュニケーションを含む日常生活活動に影響する高次脳機能について理解し、スクリーニング検査

を行うことができる。 

7. 嚥下障害について理解し、嚥下スクリーニング検査の実施、内視鏡下嚥下機能検査（VE）および嚥下

造影検査（VF）の適応の判断、実施、結果の解釈を行うことができる。 

8. 装具療法について理解し、適切な補装具（義肢装具、車椅子など）を処方できる。 

9. 指導医のもと、リハビリテーション実施計画をまとめ、患者・家族に説明ができる。 

10. 各種書類（身体障害者診断書・意見書、補装具意見書、介護保険意見書等）の作成ができる。 

11. リハ診療におけるチーム医療のリーダーとしての役割を遂行できる。 

 

【方略】LS： 

1. 指導医のもと、回復期リハ病棟の患者の担当医となり、患者の診察、評価、検査、治療計画、ゴール

設定を行い、患者・家族との面談、家族指導を行う。 

2. 週１回（月）に担当患者についてプレゼンテーションを行い指導医のフィードバックを受ける。 

3. 担当患者のリハにおける各療法士の定期評価に参加する。 

4. 病棟の回診・カンファランスに参加する。 

5. 嚥下機能検査（内視鏡下嚥下機能検査、嚥下造影検査）に補助として参加し、指導医が実施を認めた

場合は自身でも実施する。 

6. 装具外来において、診察・評価を行う。 

7. ボトックス外来において、診察・評価を行う。 

8. 訪問リハへの同行や他施設（介護施設や他病院）の見学を行う。 

9. 院内外の勉強会や研修会、学会等に参加する。 
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＜週間スケジュール＞ 

 月 火 水 木 金 

午

前 

病棟業務 

嚥下回診 

病棟業務 

 

病棟業務 

透析患者診察 

病棟業務 

急性期回診 

病棟業務 

午

後 

病棟業務（面談） 

回復期病棟 

カンファ 

病棟業務（面談） 

リハ科症例検討会 

嚥下造影検査

（VF） 

装具外来 

他科症例検討会 

病棟業務（面談） 

ボトックス外来 

病棟業務 

※リハ科新規入院は月～木に受け入れを行い、午前中にリハスタッフとの合同評価を行います。 

※内視鏡下嚥下機能検査（VE）については随時行います。 

 

【評価】EV： 

研修終了時に指導医による面接評価を行う。 

研修中を通して、リハビリテーションスタッフが評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


