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１．プログラムの特色 

①臨床研修の目的 

当プログラムは、医師としての人格を涵養し、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対応するため全ての臨床研修医に求められるプライマリケアの知

識・技能・態度を身につけることを目的とする。同時に、患者のみならず地域に暮らす家族や住民・

チーム医療のパートナーとしての co-medical と民主的な協力・共同ができ、安全で質の高い医療を

提供できる能力を養うと共に、プライマリケアから高度専門医療まで一貫した診療、ならびに他医療

機関と連携した医療を提供する中で、医師の果たすべき社会的役割について学ぶことを目的とする。 

 

②プログラムの特色 

 すべての臨床医に求められる基本的臨床能力の取得と、患者の立場に立ち、疾病を地域・環境の中

で捉える立場にたった研修。これらを医師だけでなく看護師をはじめとして他職種も含めたチーム医

療の中で実践している。その為に長野中央病院における医師研修委員会は看護婦や薬剤師も含めた構

成とし、定期的に開催している。救急医療、慢性疾患医療、在宅医療についても経験できるようにカ

リキュラムに組み込んでいる。また地域や生活の場から患者を捉える視点を持つことは重要であり、

医療生協の健康班会や保健大学への参加など保健予防活動への参加を必修としている。 

  また腹部エコーおよびＡＣＬＳの研修を継続的に行ない、基本的な診療能力における手技の獲得に

取り組んでいる。 

  研修指導体制においては、後期研修医（研修終了後３～５年目）と指導医による屋根瓦方式を導入

している。 

 

 

２．臨床研修の目標と計画、経験すべき症状・ 

病態・疾患・手技 

（１）臨床研修目標の４本柱 

①良好な患者-医師関係と医師の社会的使命を果たせる医師をめざす 

②チーム医療とそのための症例呈示のできる医師をめざす 

③問題対応能力と診療計画能力のある医師をめざす 

④安全管理のできる医師をめざす 

 

（２）臨床研修目標に基づく行動目標 

①良好な患者-医師関係と医師の社会的使命を果たせる医師 

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し、ひいては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、 

・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 

・患者の病歴（家族歴、生活・職業歴、系統的レビューを含む）の聴取と記録ができる 

・患者、家族のニーズを身体的・心理的・社会的側面から把握できる 

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

・インフォームドコンセントのもとに、患者・家族への適切な指示・指導ができる 
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・守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる 

・保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる 

・医療保険、公費負担医療を理解し適切に診療できる 

・医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる 

 

②チーム医療とそのための症例呈示のできる医師 

医療チームの構成員としての役割を理解し、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメンバー

と協調するとともに、その具体的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 

・指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる 

・上級及び同僚医師、他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる 

・同僚及び後輩への教育的配慮ができる 

・患者の転入・転出にあたり情報を交換できる 

・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 

・チーム医療の実践の中で、受け持ち医として症例呈示と討論ができる 

・臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する 

 

③問題対応能力と診療計画能力 

患者の問題点を把握し、問題対応型の思考を行い、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ診療計

画を作成し、評価するとともに、そのための生涯にわたる自己学習の習慣を身につけるために 

・臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる（EBMの

実践ができる） 

・自己評価及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 

・診療計画を作成できる（患者・家族への説明を含む） 

・診療ガイドラインやクリニカルパスを理解し活用できる 

・入退院の適応を判断できる 

・QOLを考慮に入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）

へ参入する 

・臨床研究や治験の意義を理解し、自らの能力の向上のため研究や学会活動に関心を持つ 

・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するための安全管理の方策を身につけ、危機管

理に参画するために 

・医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる 

・医療事故防止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 

・院内感染対策（Standard Precausionsを含む）を理解し、実施できる 

 

（３）研修計画 

①２年間の初期研修期間中の研修方式は、将来の希望に関わらずローテートを基本とする。 
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②最初の約１ヵ月をオリエンテーションとして位置付け、他職種研修や患者体験、医療・福祉施設研

修を通して、医師としての心構え、患者の立場に立つ医療の在り方を学ぶ。 

③原則として、内科６ヶ月、外科３ヶ月、救急部門３ヶ月、麻酔科 1ヶ月、小児科、産婦人科、精神

科、地域医療および選択研修を行なう。 

④救急医療の研修については救急部門での研修期間だけでなく、日常診療での救急対応と、順次行な

われる時間外診療研修にて補う。 

 

（４）臨床研修カリキュラム（別紙１） 

 

（５）経験すべき症状・病態・疾患・手技（別紙２） 

 

 

３．プログラム責任者および研修指導体制 

（１）研修管理委員会の任務と構成 

①主な任務 

研修プログラムおよび研修医の全体的な管理（研修プログラムの作成と調整、研修医の処遇・健康

管理等）、研修医の研修状況の評価および研修評価に基づく研修修了の認定を行なう。 

 

②委員会の構成 

  

氏名 所属 役職 備考 

山本博昭  長野中央病院 院長 研修管理委員長 

鈴木順  松本協立病院 副院長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

和田浩  健和会病院 副院長 小児科医長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

古川安之  塩尻協立病院 院長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

岩間智  諏訪共立病院 院長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

甲田隆  上田生協診療所 所長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

清水信明  上伊那生協病院 院長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

倉石和明  栗田病院 院長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

熊谷嘉隆  健和会飯田中央診療所 所長 
研修実施責任者 

研修管理委員 

番場誉  長野中央病院 副院長 小児科医長 研修管理委員 

岡本講平 東長野病院 院長 研修管理委員 
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新田純平 小林脳神経外科病院 診療部長 研修管理委員 

森篤 長野市民病院 婦人科部長 研修管理委員 

中島勉 中島医院 中島医院 院長 
研修管理委員 

外部委員 

池田隆好 南長池診療所 所長 研修管理委員 

高松輝 稲里生協クリニック 所長 研修管理委員 

杉原大輔 長野中央病院 事務次長 事務部門の責任者 

市川清美 埼玉協同病院 副院長 研修管理委員 

矢島昭彦 前橋協立病院 副院長 研修管理委員 

 

（２）指導体制（指導方法含む） 

①研修医指導には、後期研修医（臨床研修を終えた３から５年目の医師）と指導医（病棟医長クラス）

との両者が重層的にあたる。（屋根瓦方式） 

②シニアレジデントは研修医の日常的な疑問にこたえ、共に学習と診療にあたる役割であり、指導医

は診断と最終的な治療方針に責任を持つものである。とりわけ第１年次の研修医には、原則として

研修医３名にシニアレジデント１名を配置し、各病棟に指導医１名を配置する。 

 

（３）初期研修の記録及び評価方法 

①初期研修開始にあたり、オリエンテーションを行い「初期研修要綱及び研修計画、評価表（チエッ

クリスト）」を各初期研修医師に配布する。 

②初期研修医師は、各病棟（各科）ローテーション修了時に評価表に基づいて自己評価と指導医評価

を行う。 

③研修医の総合的な研修評価は、２ヶ月ごとに開催される臨床研修病院群の合同医師研修委員会にて

行う。 

     

 

４．各分野ごとの研修施設・研修期間 

選択研修の研修科目は各１ヶ月単位で自由に組み合わせることができる。 

 

臨床研修を行なう分野 病院又は施設の名称 研修 

内科 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 6.0 ヶ月 

救急 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 3.0 ヶ月 

地域医療 

塩尻協立病院・健和会飯田中央診療所・上伊那生協病

院・上田生協診療所・諏訪共立病院・南長池診療所・東

長野病院・稲里生協クリニック 

1.0 ヶ月 

外科 長野中央病院・健和会病院・松本協立病院 3.0 ヶ月 

麻酔科 長野中央病院 1.0 ヶ月 
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小児科 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 2.0 ヶ月 

産婦人科 
長野中央病院・長野市民病院・埼玉協同病院・前橋協

立病院 
1.0 ヶ月 

整形外科 長野中央病院 1.0 ヶ月 

精神科 栗田病院 1.0 ヶ月 

選択科 

内科 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 

5.0 ヶ月 

外科 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 

整形外科 長野中央病院 

小児科 長野中央病院・松本協立病院・健和会病院 

産婦人科 
長野中央病院・長野市民病院・埼玉協同病院・前橋協

立病院 

リハビリテーショ

ン科 
長野中央病院・小林脳神経外科病院 

病理科 健和会病院 

麻酔科 長野中央病院 

地域医療 

塩尻協立病院・健和会飯田中央診療所・上伊那生協病

院・上田生協診療所・諏訪共立病院・南長池診療所・東

長野病院・稲里生協クリニック 

精神科 栗田病院 

放射線科 松本協立病院 

 

研修スケジュール例 

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

1年次 内科 内科 内科 内科 内科 内科 産婦 小児 麻酔 救急 救急 救急 

2年次 外科 外科 外科 整外 小児 精神 地域 選択 選択 選択 選択 選択 

 

（４）各科・部門のカリキュラム（一般目標・行動目標）…別紙１ 

 

（５）経験すべき症状・病態・疾患・手技…別紙２ 

 

５．研修医の募集定員並びに募集・採用の方法 

（１）募集定員：１年次：6名  ２年次：6名 

（２）募集方法 

①マッチング制度による公募 
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②応募手続 

応募先 〒380-0814 長野県長野市西鶴賀町 1570 

     電話 026-234-3211（代表） 

     長野医療生活協同組合 長野中央病院 医師研修委員会事務局  

必要書類   履歴書、小論文（800字）  「私の目指す医師像」 

出願締切   毎年８月末日 

 

（３）選考方法 

面接のうえ順位表を作成し、マッチング制度に基づき決定する。 

 

６．研修医の処遇 

身分    常勤職員（社会保険、厚生年金、労災、雇用保険有り） 

待遇    １年目３３０，０００円／月 （賞与 ９１２，０００円／年） 

２年目３４６，０００円／月 （賞与 １，２８４，０００円／年） 

       賞与年２回、研究手当、臨床手当、当日直手当、家族手当、住宅手当有り 

勤務時間  ８：４５～１７：１５（時間外勤務有り） 

休暇    ４週 7休以上、有休休暇、夏期休暇、年末年始休暇等 

当直    ４回／月（指導医とともに複数当直体制） 

宿舎    有り。独身用個室１０室を確保。または当院規定による住宅手当の支給。 

        ＊特別の事情がある時は近隣に宿舎を借り上げる 

 健康管理  健康診断を年２回行なう 

 医師賠償責任保険の扱い  病院において加入する 

 外部の研修活動  学会・研究会への参加は可能。但し参加費・交通費の支給は原則として年３回。 

  アルバイトの有無 禁止とする 

 

 

７．研修修了の認定及び証書の交付 

研修管理委員会において臨床研修修了を認めた者に対し、修了認定証を交付する。 

 

 

８．研修修了後の進路 

長野中央病院臨床研修病院群において引き続き臨床研修を希望する医師は、後期臨床研修プログラ

ムに応じて行なうことができる。 
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長野中央病院臨床研修病院群 

  臨床研修カリキュラム 別紙１ 

 

１．オリエンテーション 

【一般目標】 

①２年間の研修目標について確認し、当研修プログラムの概略を理解する。 

②院内の各種基準、システムについて理解する。 

③医療・介護・福祉・保健の現場が、多種多様な職種によって成り立っていることを理解する。 

【行動目標】 

①当研修プログラムについて理解し、自己目標を設定できる。 

②病院および研修関連施設の見学を行い、その概要を説明できる。 

③患者体験を行い、患者の視点から病院業務について評価し改善を指示できる。 

④病院内の主要職場について簡単な業務を体験し、その内容について理解する。 

⑤地域の健康班会（医療生協の健康班会）に参加し、地域の住民の要望を理解する。 

⑥他職種との合同教育プログラムに参加し、他職種とともに討論できる。 

⑦保健医療法規、医療保険制度、および保険医療養担当規則について説明を受け、その概要を述べら

れる。 

⑧安全管理のための院内マニュアル、院内感染対策基準について説明を受け、それを診療の指針にで

きる。 

⑨オーダーエントリーシステムについてオリエンテーションを受け、その基本操作ができる。 

 

 

２．臨床研修 

１）基本的診療能力（各科共通） 

【一般目標】 

すべての科において受け持ち医として求められる臨床能力を身につける．また患者を単なる病気だ

けでなく地域、家族、労働との関係において全人的に理解し、倫理や人権に配慮して診療にあたるた

めの能力、態度を身につける。 

【行動目標】 

①良好な患者-医師関係を構築し、かつ診療に必要な情報を得るための医療面接を実施できる。 

②身体診察法について学び、実施できる。 

③POSに沿った診療記録、各種診断書や書類を遅滞なく的確に記載できる。 

④基本的検査について、計画・指示・実施あるいは利用・結果の解釈ができる。 

⑤基本的手技について経験し実施できる。 

⑥基本的薬剤について学び、適切に処方または使用できる。 

⑦食事・安静などの基本的指示ができる。 

⑦患者や家族に、わかりやすく説明ができる． 

⑧鑑別診断ができ、必要に応じ適切に検査や治療の変更・追加ができる。 
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⑨指導医や専門医にタイミング良く的確にコンサルトできる。 

⑩文献収集を行い、科学的根拠に基づく医療を実践できる。 

⑪臨床倫理、インフォームドコンセントに基づく医療を実践できる。 

⑫臨死時の対応を経験し、剖検の申し込み、剖検の立ち会いができる。 

⑬病棟カンファレンス、ケースカンファレンス、臨床病理カンファレンスに参加し、自ら症例呈示が

できる。 

⑭安全に配慮でき、自らインシデントレポートを提出できる。 

 

２）内科 

【一般目標】 

内科受け持ち医として、各疾患分野の専門的診断・治療を経験し、幅広い鑑別診断能力を養うととも

に、複数の疾患や合併症の存在、労働や生活習慣と疾病との関連、高齢者における老化など、多様な

生物学的・社会的・心理的背景をもった患者の問題解決にあたり、総合的診療能力を身につけること

を目標とする。 

 

■循環器疾患 

【経験すべき主要疾患】 

心不全・狭心症・心筋梗塞・心筋症・不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）・弁膜症（僧帽弁膜症、

大動脈弁膜症）・動脈疾患（動脈硬化症、動脈瘤、大動脈解離）・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）・高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 

【行動目標】 

①患者の自覚症状の聴取と理学的所見から、原因となる心疾患の推定ができる力を身につける。 

②心不全の病態生理を理解し、原因の鑑別診断・治療の実際を身につける。 

  安静度・食事・薬物療法・手術適応 

③虚血性心疾患の診断と治療を身につける。 

  胸部症状の特徴・検査計画と結果の理解・薬物療法・カテーテル治療と外科的治療の適応・冠危

険因子に対する対策 

④不整脈の診断、危険な不整脈の判定、治療を身につける。 

  薬物療法、電気生理学的検査、カテーテルアブレーション、ペースメーカー治療の適応・薬物療

法の実際。 

⑤高血圧の病体生理を理解し、診断・治療を身につける。 

  2次性高血圧の鑑別診断、治療・本態性高血圧の薬物療法、食事、生活指導 

⑥循環器救命救急医療における初期治療を身につける。 

  ショック、狭心症、急性大動脈解離、急性動脈閉塞、致死的不整脈 

 

■呼吸器疾患 

【経験すべき主要疾患】 

呼吸不全・呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）・閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、

気管支拡張症、慢性肺気腫）・肺循環障害（肺塞栓、肺梗塞）・異常呼吸（過換気症候群）・胸膜・縦

隔・横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）・肺癌 
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【行動目標】 

①呼吸困難の鑑別診断を身につける。 

  臨床症状の把握・検査所見の理解（胸部レントゲン、血液ガス分析） 

②慢性閉塞性肺疾患 COPDの診断と治療を身につける。 

  慢性呼吸不全の診断・治療・肺理学療法・NIPPVの適応・生活指導 

③急性呼吸不全の診断と治療を身につける。 

  気道確保・気管内挿管、気管切開の適応と手技 

④肺炎の鑑別診断と治療を身につける。 

  血液検査結果の評価・喀痰の細菌学的検査の解釈 

  胸部レントゲン所見の読影 

⑤肺結核の診断を身につける。 

  胸部レントゲン、CT所見の特徴・結核菌検出法・入院適応の理解 

⑥気胸の診断と治療を身につける。 

  穿刺脱気療法・持続脱気療法・手術適応 

⑦胸水貯留と胸膜炎の鑑別診断と治療を身につける。 

  胸空穿刺・胸水の評価・胸膜生検・胸腔鏡 

⑧肺癌の診断と治療を身につける。 

  喫煙などのリスクの理解・特徴的症状の理解・画像診断・化学療法、放射線療法と手術の適応・

末期医療病理学的検査 

⑨気管支喘息急性増悪の治療と慢性期管理を身につける。 

  環境整備・薬物療法・日常生活の指導 

   

■消化器疾患 

【経験すべき主要疾患】 

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）・小腸・大腸疾患（イ

レウス、虫垂炎、痔核・痔瘻）・胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎）・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）・膵臓疾患（急性・慢性膵炎）・

横隔膜・腹壁・腹膜疾患（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

【行動目標】 

①腹部症状の病歴と所見の取り方に習熟する。 

②腹痛の鑑別診断を身につける。 

  緊急を要するものを鑑別する能力 

③消化性潰瘍の病態生理を理解し、診断・治療を身につける。 

  Helicobacter pylori 

④消化管出血の初期治療を身につける。 

  内視鏡的止血術・ショックへの対応 

⑤便通や便の異常の鑑別診断を身につける。 

  便秘・下痢・便潜血精査 

⑥肝炎の鑑別診断と治療を身につける。 

  ウイルス性・自己免疫性・薬剤性など 
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⑦肝硬変の診断と治療を身につける。 

  消化管出血や肝性脳症・腹水 

⑧胆管・胆嚢結石の診断と治療を身につける。 

  手術適応・敗血症性ショックの診断と治療 

⑨腸閉塞の診断と治療を身につける。 

  保存的治療・手術適応・画像診断 

⑩膵炎の診断と治療を身につける。 

  画像診断・薬物療法・手術適応 

⑪消化器系悪性疾患の診断と治療を身につける． 

  画像診断・インフォームドコンセント 

  病理学的検査の活用 

 

■血液疾患・膠原病・アレルギー疾患 

【経験すべき主要疾患】 

貧血（鉄欠乏性、二次性）・白血病・悪性リンパ腫・出血傾向・紫斑病（DIC）・全身性エリテマトー

デス 

慢性関節リウマチ・アレルギー疾患・湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）・じんまし

ん・薬疹 

【行動目標】 

①血液疾患・膠原病・アレルギー疾患に特徴的な症状と理学的所見について理解し鑑別診断を身につ

ける。 

  貧血、発熱（不明熱）、出血傾向、リンパ節腫脹、肝脾腫、皮膚症状、関節炎などの鑑別診断 

②各主要疾患の鑑別に必要な基礎的な問診・検査手技とその評価法を身につける。 

  血算、血液像・鉄代謝マーカー・クームス検査・骨髄検査・自己抗体・蛋白分画・補体など。 

③DICの診断と治療を身につける。 

  原因となる疾患の理解・特徴的症状と血液凝固系検査・抗凝固療法や線溶療法など 

④血小板減少性紫斑病の診断と治療を身につける。 

  骨髄穿刺と骨髄像の解釈・ステロイド療法・安静の指示 

⑤膠原病の鑑別診断と治療を身につける。 

  自己抗体・診断基準の理解、眼科や皮膚科、整形外科との連携・理学療法・物理療法 

 

■糖尿病・代謝・内分泌疾患 

【経験すべき主要疾患】 

糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）・高脂血症・蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症）・

視床下部下垂体疾患（下垂体機能障害）・甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）・副腎

不全 

【行動目標】 

⑤糖尿病とその合併症の診断・教育・治療を身につける。 

  特徴的症状・診断基準・病型分類・コントロールの評価・合併症検査 

⑥糖尿病の管理と治療を身につける。 
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  食事療法、運動療法の指示・経口糖尿病薬、インスリン療法の適応・患者教育 

⑦高脂血症の特徴的な症状と検査所見を理解し、治療を身につける。 

  食事療法、運動療法の指示・薬物療法の適応 

⑧甲状腺疾患の特徴的症状と検査所見を理解し、治療を身につける。 

  甲状腺の触診・エコー検査・自己抗体・甲状腺シンチグラム・薬物療法 

⑨副腎疾患の特徴的な症状と検査所見を理解する。 

  内分泌的検査・副腎画像診断 

 

■腎・透析・尿路系（電解質、体液バランスを含む） 

【経験すべき主要疾患】 

腎不全（急性・慢性腎不全、透析）・原発性糸球体腎炎（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ

症候群）・全身疾患による腎障害（糖尿病性腎症）・泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） 

【行動目標】 

①蛋白尿、血尿の鑑別診断を身につける。 

  診断の進め方・腎生検の適応と組織所見・画像診断 

②浮腫の鑑別診断を身につける。 

  浮腫の視診、触診・浮腫の病態生理の理解・ネフローゼ症候群の診断基準 

③腎不全（急性・慢性）の鑑別診断と治療法を身につける。 

  急性腎不全（腎前・腎・腎後性の分類）の原因の推測と治療 

  透析療法の理論と、その導入と維持について理解する。 

④腎炎（急性・慢性）の鑑別診断と治療法を理解する。 

  疾患についての理解・検査所見の評価 

⑤電解質異常の鑑別診断と初期治療を身につける。 

  検査所見の見方、高カリウム血症の初期治療 

⑥尿路結石の特徴的症状を理解し、診断と治療を身につける。 

  特徴的症状の問診と理学的所見・原因検索・内科的初期治療・泌尿器科的治療の適応 

⑦透析患者への投薬の原則について理解する。 

⑧尿路感染症の診断と治療を身につける。 

  細菌学的検査結果の評価・逆流性疾患の検索・抗生物質療法 

 

 

３）外科 

【一般目標】 

すべての臨床医に必要な外科的治療の対象疾患の診断・治療について学び理解することを目標とする。 

【経験すべき主要疾患】 

急性腹症：急性虫垂炎・消化管穿孔・腸閉塞 

その他：胆石・肛門疾患・そけいヘルニア・胃癌・大腸癌・乳癌 

【行動目標】 

①臨床医として必要な創傷処置の理論と手技を身につける。 

  簡単な外傷の一次処置（洗浄・縫合など）・熱傷の局所処置・局所麻酔 
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②急性腹症の鑑別診断・手術適応について理解し、緊急手術に参加する。 

  緊急手術の術前準備・患者への説明・指示だし・術後感染対策とドレーン管理 

③待機手術の術前検査・術前リスク評価を行い、術前カンファレンスに参加する。 

  胆石・胃癌などの症例で術前・術後をうけもつ 

④悪性疾患の外科的治療について、患者への説明とその後のケアについて学ぶ。 

  手術以外の治療法の検討・精神的ケア 

⑤手術に参加し、その概要について学ぶ。 

  手術基本手技の経験・手術室スタッフとの連携 

 

４）救急部門 

【一般目標】 

すべての臨床医に必要な救急医療についての知識と技術の習得を目標とする。 

【経験すべき主要疾患】 

心肺停止・意識障害・けいれん性疾患・脳血管障害・ショック・急性心不全・急性冠疾患・急性呼吸

不全（窒息を含む）・急性腎不全・尿閉・急性感染症・急性中毒（異物誤飲を含む）・急性腹症・急性

消化管出血・外傷（骨折、熱傷を含む）・アナフィラキシー 

【行動目標】 

①心肺停止状態の患者に対する適切な心肺蘇生術を身につける。 

 麻酔科医による ACLS講義、人形を用いた練習、救急外来・集中治療室（ICU）での治療の経験 

②中心静脈カテーテルの挿入と管理、各種緊急穿刺などを経験する。 

③重症記録を用い、バイタルサイン・意識レベルなど患者の重症度や緊急度を把握する能力を身につ

ける。 

④救急医療現場での各種モニターの操作法、適応の判定、結果の解釈ができる。 

⑤救急現場におけるチームリーダーとして、他職種に適切に指示できる。 

⑥外科の術前から術中、術後までの麻酔管理を経験する。 

 

５）小児科 

【一般目標】 

すべての臨床に求められる小児医療の知識と技術の習得を目標とする。 

特に小児および家族との良好な医師-患者関係の確立と、小児の発達に応じた診断・治療能力の獲得

を重視する。 

【経験すべき主要疾患】 

小児けいれん性疾患・小児ウイルス感染症（麻しん、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフル

エンザ）・小児細菌感染症・小児喘息・先天性心疾患 

【行動目標】 

①小児や親と適切なコミュニケーションをとる技術を身につける。 

 無用に不安を与えることなく子どもと接すること・親の不安によりそう態度でのぞむこと 

②小児の急性疾患の診察、鑑別診断と治療法を身につける。 

 発熱、嘔吐、けいれんなどの主要兆候についての鑑別診断・小児薬用量の理解 

③小児の代表的流行疾患において、診断・治療・見通しの説明ができる知識を身につける。 
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 水痘・おたふくかぜなどのウイルス性疾患の自然経過を学ぶ。 

④予防接種の必要性と有効性を理解し、適切に説明し安全に接種する知識と技術を身につける．予防

接種スケジュールの理解・海外渡航に際する知識を身につける。 

⑤小児の全身状態を把握し、緊急性のある状態を見逃さず適切に小児科医と連携がとれる。 

 小児の意識状態・呼吸循環状態の観察法の修得・適切なコンサルテーション技術 

⑥小児に対する簡単な処置を経験し、時間外の一次処置ができる能力を身につける。 

【基本手技・特殊検査】 

①小児の年齢に応じた問診・診察法 

②小児に対する薬物療法（小児薬用量） 

③小児の抑制法 

④小児の末梢静脈の確保 

⑤小児の採血 

⑥小児の皮下注射（予防接種） 

⑦小児の超音波検査（腹部など） 

⑧小児のレントゲン検査と読影 

⑨小児の健康診断（乳児健診） 

⑩小児の救急蘇生 

⑪感染症の迅速診断（溶連菌など） 

 

６）産婦人科 

【一般目標】 

産科・婦人科患者を自ら診察し、適切な初期診断を行う積極性と技能を修得し、専門医に移管するま

での初期診察を行う技術を習得する。 

女性であり、母性である産科・婦人科患者の実態を理解し、いたわりの心をもってその診察にあたる

態度を身につける。 

 

【行動目標】 

■産科 

①産科患者の問診を行い、診断に必要な事項を聞き出し、記録できる。 

②産科的一般診察を行い、所見を正確に記録できる。 

③妊娠の診断法を確実に行い、その結果を適正に判断できる。 

④妊娠および褥婦の外来における診察を補助し、家庭における健康管理につき患者に指示できる。 

⑤正常分娩の介助を各期にわたって行うことができ、早期に異常を発見し、専門的処置の必要性を判

断し、その実施の依頼または指示ができる。 

⑥異常分娩で救急を要する患者の応急処置を行うとともに、専門的処置の準備をととのえ、または転

送の実施および指示ができる。 

⑦分娩直後の新生児の処置および一般的診察を行うことができる。 

⑧呼吸循環不全の新生児の、応急処置および蘇生術を行うことができ、専門医師に移管するまでの指

示を与えることができる。 

⑨産科救急患者の初期診察を行うことができる。 
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（1）流早産の応急処置ができる。 

（2）重症妊娠中毒症の応急処置ができる。 

（3）妊娠後半期および産褥大出血の応急処置ができる。 

 

■婦人科 

①婦人科患者を問診し、診断に必要な事項を聞き出し記録できる。 

②婦人科的一般診察法を行い、所見を正確に記録できる。 

③主な婦人科疾患に必要な診断を計画し、実施または指示できる。 

④主な婦人科疾患の治療および教育計画をたてることができる。 

⑤婦人科緊急患者の初期治療ができる。 

（1）性器出血の応急止血法を実施でき、鑑別診断の実施または指示ができる。 

（2）腹腔内出血の有無を早急かつ正確に診断し、応急処置ができる。 

（3）骨盤内腫瘍の茎捻転および破裂を鑑別診断し、緊急手術の必要性を判断できる。 

（4）骨盤内炎症の存在を発見し応急処置ができる。 

 

７）精神科 

【一般目標】 

精神科における基本的診察（面接、診察、検査、診断、治療）の理解と実践 

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。 

【行動目標】 

チーム医療の基本行動ができる。 

新患の予備面接ができ、ICD10（または DSMⅣ）の診断ができる。 

精神療法の基本を身につける。 

精神科的な救急の基本対応（不安状態、興奮状態、うつ状態、自殺企図の診察）ができる． 

ケース検討を経験する。 

 

 

8）麻酔科 

【一般目標】 

すべての臨床に求められる全身麻酔の知識と技術の習得を目標とする。 

特に予定あるいは緊急で手術を受ける患者への適切な対応と、安全な麻酔のための情報収集と評価、

および技術の獲得を重視する。 

【行動目標】 

①麻酔をうける患者とのコミュニケーションをとる技術を身につける。 

 術前の面接および麻酔に関する説明と同意を、患者の心理状態に応じて行う 

②全身麻酔に関する患者のリスク評価 

 呼吸循環機能、アレルギー素因、年齢、対象疾患の病態などを適切に評価する。 

③麻酔に関する環境・機器・薬剤の知識を身につける。 

 安全にそれらを使用し、偶発症、合併症を予測し対応できる。 
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【基本手技・特殊検査】 

①気管挿管と気管チューブ管理（ラリンゲアルマスク等その他の気道確保についても） 

②腰椎麻酔 

③全身麻酔導入と離脱 

④清潔操作 

⑤呼吸循環動態のモニター 

 

9）整形外科 

【一般目標】 

すべての臨床に求められる整形外科の知識と技術の習得を目標とする。 

特に外傷の初期対応と、筋骨格系の愁訴に対する一般的な診断法を身につける。 

【行動目標】 

①外傷患者の愁訴に対する問診および診察技術を身につける。 

②適切な検査（放射線、MRI）の適応と指示、読影技術を身につける。 

③緊急に対処が必要な外傷と、待期的に対処が必要な外傷とが区別できる。 

④整形外科専門医に適切に症例提示ができる。 

⑤整形外科の専門的治療について概要を説明できる。 

【基本手技・特殊検査】 

①安静・固定・外用の一般的指示 

②脱臼・骨折の徒手整復法 

③ギプス固定時の合併症への対応 

④疼痛管理（消炎鎮痛剤）の使用法 

⑤筋骨格系の放射線検査 

 

 

10)リハビリテーション 

【一般目標】 

すべての臨床医に求められるリハビリテーションの知識と技術の習得を目標とする。 

特に、回復期にある患者の特性および環境整備、総合的リハビリテーションの役割を理解する。 

【経験すべき主要疾患】 

脳・脊髄血管障害（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）・痴呆性疾患・脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性

硬膜外・硬膜下血腫）・変性疾患（パーキンソン病）・脳炎・髄膜炎 

【行動目標】 

①神経学的所見の取り方を学び実践できる。 

②脳脊髄疾患、筋疾患について、年齢や発症形式を考慮した病歴を聴取し鑑別診断を行う。 

③画像診断を臨床症状、神経学的所見と関連させながら計画し結果の解釈を行う。 

④精神神経系薬剤の基本的使用法を学ぶ。 

⑤障害の評価と障害をもった患者の理解ができる。 

  Impairment,Disability,Handicapの理解 

老人や重度障害者の理解・障害者の社会参加 
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  障害発生急性期の正確な病体把握・痴呆の評価 

⑥リハビリテーションの流れを理解できる。 

  早期リハビリテーション・回復期リハビリテーション・在宅や地域でのリハビリテーション 

⑦地域や家庭の介護力の評価と社会資源の活用ができる。 

  家屋訪問・ケースワーカーとの連携・困難例への早期介入・介護保険主治医意見書 

⑧他職種とのチーム医療ができる。 

  リハビリテーションに関わる職種理解と医師の役割・回診やカンファレンス 

 

10)療養型病床 

【一般目標】 

すべての臨床医に求められる高齢者の療養型病床の知識と技術の習得を目標とする。 

【経験すべき基本疾患】 

高齢者の栄養摂取障害・その他の老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥創） 

【行動目標】 

①高齢者の特性を理解し、年齢に配慮して適切に面接・診察・治療にあたることができる。 

②家族構成（独居を含む）、家庭介護力に配慮した適切な診療計画をたてられる。 

③在宅医療や在宅介護のシステムを理解し、往診・訪問看護・介護について適切に指示できる。 

④介護保険制度について理解し、主治医意見書を書くことができる。 

⑤ケアマネージャー等の在宅介護スタッフと適切にコミュニケーションがとれる。 

 

 

11)地域医療  

【一般目標】 

すべての臨床医に求められる小規模医療機関での一般診療と、在宅療養の知識と技術の習得を目標と

する。特に、医療資源の乏しい状況において適切に対応する能力を身につける事をめざす。 

【経験すべき基本疾患】 

高齢者の栄養摂取障害・その他の老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥創） 

【行動目標】 

①高齢者の特性を理解し、年齢に配慮して適切に面接・診察・治療にあたることができる。 

②家族構成（独居を含む）、家庭介護力に配慮した適切な診療計画をたてられる。 

③在宅医療や在宅介護のシステムを理解し、往診・訪問看護・介護について適切に指示できる。 

④在宅治療患者の往診時や外来受診時の対応ができる。 

⑥ケアマネージャー等の在宅介護スタッフと適切にコミュニケーションがとれる。 

⑦小規模病院・診療所における外来対応ができる。 
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長野中央病院臨床研修病院群 臨床研修プログラム 

経験すべき症状・病態・疾患・手技   別紙２ 

 

１．緊急を要する疾患・病態 

心肺停止 

意識障害 

けいれん性疾患 

脳血管障害 

ショック 

急性心不全 

急性冠疾患 

急性呼吸不全（窒息を含む） 

急性腎不全・尿閉 

急性感染症 

急性中毒（異物誤飲を含む） 

急性腹症 

急性消化管出血 

外傷（骨折、熱傷を含む） 

アナフィラキシー 

流早産 

精神科領域の救急疾患（自殺企図を含む） 

 

 

２．頻度の高い症状 

全身倦怠感 

不眠 

食思不振 

体重減少、体重増加 

浮腫 

リンパ節腫脹 

発疹 

黄疸 

発熱 

頭痛 

めまい 

失神 

けいれん発作 

視力障害、視野障害 

結膜の充血 
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聴覚障害 

鼻出血 

嗄声 

胸痛 

動悸 

呼吸困難 

咳・痰 

嘔気・嘔吐 

胸やけ 

嚥下困難 

腹痛 

便通異常 

腰痛 

関節痛 

歩行障害 

四肢のしびれ 

血尿 

排尿障害 

尿量異常 

不安・抑欝 

 

 

３．経験が求められる疾患・病態 

＊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 

＊Ｂ疾患については外来診療または受け持ち入院患者（合併症を含む）で自ら経験すること 

＊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レポートを提出

すること 

 

①血液・造血器・リンパ網内系疾患 

B 貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血） 

 白血病 

 悪性リンパ腫 

 出血傾向・紫斑病（DIC） 

 

②神経系疾患 

A 脳・脊髄血管障害（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血） 

 痴呆性疾患 

 脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫） 

 変性疾患（パーキンソン病） 



19 

 脳炎・髄膜炎 

 

③皮膚疾患 

B 湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎） 

B じんましん 

 薬疹 

B 皮膚感染症 

 

④運動器系疾患（筋骨系） 

B 骨折 

B 関節の脱臼、捻挫、靭帯損傷 

B 骨粗鬆症 

B 脊柱障害（椎間板ヘルニア） 

 

⑤循環器系疾患 

A 心不全 

B 狭心症・心筋梗塞 

 心筋症 

B 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈） 

 弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症） 

B 動脈疾患（動脈硬化症、動脈瘤、大動脈解離） 

 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 高血圧症（本態性、二次性高血圧症） 

 

⑥呼吸器疾患 

B 呼吸不全 

A 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） 

B 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症、慢性肺気腫） 

 肺循環障害（肺塞栓、肺梗塞） 

 異常呼吸（過換気症候群） 

 胸膜・縦隔・横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎） 

 肺癌 

 

⑦消化器系疾患 

A 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 小腸・大腸疾患（イレウス、虫垂炎、痔核・痔瘻） 

 胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎） 

B 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） 

膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 
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B 横隔膜・腹壁・腹膜疾患（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 腎不全（急性・慢性腎不全、透析） 

 原発性糸球体腎炎（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群） 

 全身疾患による腎障害（糖尿病性腎症） 

B 泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） 

 

⑨妊娠分娩と生殖器疾患 

B 妊娠分娩（正常妊娠、流早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥） 

 女性生殖器およびその関連疾患 

（無月経、思春期・更年期障害、外陰・膣・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍） 

B 男性生殖器疾患（前立性疾患、勃起障害、精巣腫瘍） 

 

⑩内分泌・栄養・代謝疾患 

 視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害） 

 甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症） 

 副腎不全 

A 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖） 

B 高脂血症 

 蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症） 

 

⑪眼・視覚系疾患 

B 屈折異常（近視、遠視、乱視） 

B 角結膜炎 

B 白内障 

B 緑内障 

 糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化 

 

⑫耳鼻・咽頭・口腔系疾患 

B 中耳炎 

 急性・慢性副鼻腔炎 

B アレルギー性鼻炎 

 扁桃の急性・慢性炎症性疾患 

 外耳道・鼻腔・咽頭・食道の代表的な異物 

 

⑬精神・神経系疾患 

 症状精神病 

A 痴呆（血管性痴呆を含む） 

 アルコール依存 
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A うつ病 

A 統合失調症 

 不安障害（パニック症候群） 

B 身体表現性障害・ストレス障害 

 

⑭感染症 

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

B 細菌感染症（ブドウ球菌、MRSA、A群レンサ球菌、クラミジア） 

B 結核 

 真菌感染症（カンジダ症） 

 性感染症 

 寄生虫疾患 

 

⑮免疫・アレルギー疾患 

 全身性エリテマトーデス 

B 慢性関節リウマチ 

B アレルギー疾患 

 

⑯物理・化学的因子による疾患 

 中毒（アルコール、薬物） 

 アナフィラキシー 

 環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害） 

B 熱傷 

 

⑰小児疾患 

B 小児けいれん性疾患 

B 小児ウイルス感染症（麻しん、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、 

インフルエンザ） 

 小児細菌感染症 

B 小児喘息 

 先天性心疾患 

 

⑱加齢と老化 

B 高齢者の栄養摂取障害 

B 老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥創） 

 

 

４．経験すべき検査 

    ○については受け持ち患者の検査として診療に活用することを意味する 

    ●については自ら行えば受け持ち患者でなくともよい 
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○ 一般尿検査（尿沈さ顕微鏡検査も含む） 

○ 便検査（便潜血、虫卵） 

○ 血算・白血球分画 

● 血液型判定・交差適合試験 

● 心電図 12誘導 

○ 負荷心電図 

○ 動脈血ガス分析 

○ 血液生化学的検査 

  簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など） 

○ 血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査も含む） 

○ 細菌学的検査・薬剤感受性検査 

  検体の採取（尿、痰、血液など） 

  簡単な細菌学的検査（グラム染色など） 

○ 肺機能検査 

  スパイロメトリー 

○ 髄液検査 

  細胞診・病理組織検査 

○ 内視鏡検査 

● 超音波検査 

○ 単純 X線検査 

  造影 X線検査 

○ X線 CT検査 

  MRI検査 

  核医学検査 

  神経生理学的検査（脳波、筋電図など） 

 

 

５．経験すべき基本的手技 

  ＊以下の手技を自ら行った経験があること 

・気道確保を実施できる 

・人工呼吸（マスクバッグによる徒手換気も含む）を実施できる 

・心マッサージを実施できる 

・気管挿管を実施できる 

・除細動を実施できる 

・圧迫止血法を実施できる 

・包帯法を実施できる 

・注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

・穿刺法（腰椎、胸腔、腹腔） 

・導尿法を実施できる 
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・ドレーン・チューブの管理ができる 

・胃管の挿入と管理ができる 

・創部消毒とガーゼ交換を実施できる 

・簡単な切開・排膿を実施できる 

・皮膚縫合法を実施できる 

・軽度の外傷・熱傷の処置ができる 

 

 

６．基本的治療法 

・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 

・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、

解熱剤、麻薬を含む）ができる 

・輸液ができる 

・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 

 

 

７．医療記録 

＊ 以下を自ら行った経験があること 

・診療録（退院時サマリーを含む）を POSに従って記載し管理できる 

・処方箋、指示箋を作成し管理できる 

・診断書、死亡診断書（死体検案書も含む）、その他の証明書を作成し管理できる 

・ＣＰＣ（臨床病理カンファレンス）レポートを作成し、症例呈示できる 

 紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる 

 


