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１　斗南病院初期臨床研修プログラム（プログラム責任者：奥芝俊一）

１）　研修の目的と特徴
　斗南病院における臨床研修は、医師としてのスタートにあたり強い使命感と責任感を養い、医師である前
に人間であるための人格育成を最重点の目標とする。具体的には将来の専門性にかかわらず医学・医療の社
会的役割を認識することを基本としつつ、日常診療で遭遇する病気や病態に適切に対応できるようプライマ
リー・ケアの基本診療能力を身につけることを研修目的とする。
　当院の特徴は各専門科の特徴を生かした高度急性期医療の実践であるが、その基本はあくまで患者中心の
医療であり、各科の強い連携を基盤に行なわれている総合的医療の研修が身近に受けられることを特徴とし
ている。

２）　研修プログラムおよび指導医
　斗南病院臨床研修管理委員会は定められた指針に則り、その応用に向け質の高い研修が受けられるようプ
ログラムを構成した。
　その特徴は2年目研修に内科系コース、外科系コースおよび総合コースを設け研修医の選択の幅を広げた
上で総合研修体制が確立されているところにある。また、1年次における救急研修は、麻酔指導医の下で、
ICU、救急外来など将来どのような専門科を選択するとしても対応できるようプログラムを組み、重点必須科
目とした。

３）　教育に関するシステム
　各科の指導医による密着指導を基本とする。また、各科のベッドサイドレクチャー、症例検討会、症例発
表などを通じ、幅広い基本的知識、技能を養う。
　救急研修は当院麻酔科を中心に救急蘇生法が確実に行えるよう十分な期間と教育システムが確立されてい
る。また、幅広い研修を目指すため、各科研修期間内であっても斗南病院の1次、2次救急指定日には当直
を含めた救急研修を行なう。なお、1年目の選択科目のうち精神科、産科、小児科研修は院外で行なう。地
域保健医療は余市協会病院で少なくとも1ヶ月研修することとする。

４）　研修参加施設
　基幹型臨床研修施設	 	 国家公務員共済組合連合会　斗南病院
　協力型臨床研修指定病院	 医療法人　五稜会病院　	 	 （精神科）
	 	 	 	 医療法人育愛会　札幌東豊病院	 	 （産科）
	 	 	 	 社会医療法人母恋　天使病院　	 	 （小児科）
	 	 	 	 北海道大学病院　	 	 	 （選択科－3ヶ月以内）
	 	 	 	 旭川医科大学病院　	 	 	 （選択科－3ヶ月以内）
	 	 	 	 中村記念病院　		 	 	 （脳神経外科・神経内科）
	 	 	 	 余市協会病院　		 	 	 （地域医療）
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【臨床研修プログラム参考例】

卒後１年目研修プログラム
（例１）

（例２）

内科：消化器、腫瘍、呼吸器、循環器、糖尿病・内分泌、血液、リウマチの 7科から 3科以上を選択し、
計 6ヶ月研修

選択：外科、麻酔、産科、小児、精神の 5科から 2科または 3科を選択し、計 3ヶ月研修
　　　ただし、産科、小児科、精神科は院外研修となる
救急：麻酔、ＩＣＵ、整形外科、救急指定日（けが災害および消化器、循環器）を含め 3ヶ月研修、ロー

テーション順については研修効率が上がるよう配慮

内科（１） 内科（２） 選 択
（２）

選 択
（１）

選 択
（３）

内 科
（３）

内 科
（４）

救急

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

内科（１） 内科（２） 内科（３） 選択（１） 選 択
（２） 救急

４　　５　　　　６　　７　　　８　　　９　　１０　  　１１　　１２　　１　　２　　３
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卒後２年目研修プログラム
[内科系コース ]
（例１）

（例２）

[外科系コース ]
（例１）

（例２）

[総合コース ]
（例１）

（例２）

　１）内科系コース、外科系コースの科数・期間ともに任意選択可能だが、第一志望科の充分な研修期間の
確保を推奨する

　２）内科系コースは以下の選択科が可能
　　　消化器、腫瘍、呼吸器、循環器、糖尿病・内分泌、血液、リウマチ、皮膚科、放射線診断科、神経内

科（中村記念病院）
　３）外科系コースは以下の選択科が可能
　　　外科、整形外科、形成外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、婦人科、眼科、麻酔科、脳神経外科（中村記念病院）
　４）地域医療（余市協会病院）は、1ヶ月以上も選択可能。受入れ可能人数に応じローテーションを組む

内科系選択科
（１）

内科系選択科（２）

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

地域

内科系選択科（１）

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

地域

外科系選択科
（１）

外科系選択科（２）

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

地域

外科系選択科（１）

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

地域

外科系選択科 内科系選択科

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

地域

内科系選択科 外科系選択科

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

地域
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５）研修医の待遇
　（1）勤務条件
	 8 時 30分～ 17時 15分
	 休日：土・日、祝祭日、年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
	 ※ただし、救急研修等にあってはこの限りではない
	 夏季休暇、創立記念日、有給休暇（1年次：12日、2年次：15日）、冠婚葬祭等に伴う特別有給休暇
	 日当直業務　　当直は月３回程度
　　　　　　　　　　ただし、けが災害救急当番日が土日・祝祭日の場合は、日直業務もある
	 時間外勤務　　基本的に時間外勤務はありません
	 ※研修期間中のアルバイト診療は禁止します

　（2）待遇・条件
	 ・身分　　　　　常勤職員（斗南病院職員）
	 ・給与　　　　　一年次　月額　350,000 円　　二年次　月額　380,000 円
	 ・手当　　　　　通勤手当、宿日直手当、住居手当（上限 27,000 円）
	 ・研修医住宅　　なし
	 ・社会保険　　　健康保険（協会健保）、厚生年金、雇用保険、労災保険
	 ・健康診断　　　年 1回実施
	 ・その他　　　　制服（診療衣）貸与、包括勤務医師賠償責任保険加入
	 ・外部の研修活動に関する事項　　学会等（採用 6月を経過した後、申請可能）

６）応募要領
　（1）応募資格　　　　平成 31年 3月卒業予定者
　（2）応募人数　　　　6名
　（3）応募書類　　　　履歴書（写真貼付）、卒業見込証明書、成績証明書
　（4）選考方法　　　　書類選考、小論文、面接（病院長、臨床研修管理委員長等）
　（5）応募締切　　　　マッチング参加登録締切日
　（6）採用内定　　　　マッチング組み合わせ決定日
　（7）研修開始　　　　平成 31年 4月 1日
　（8）書類提出先	 〒 060-0004　札幌市中央区北４条西７丁目３−８
　　　　　　　　　　　　　　　　国家公務員共済組合連合会	斗南病院　経営企画課
　（9）照会先　　　　　経営企画課　TEL　011-231-2121　FAX　011-231-2141

７）研修終了後の進路
　臨床研修終了後、当院で勤務を続けることが可能です。
　また、大学との強い連携が構築されていることから、大学院入学、研究志向の要望に随時対応することが
可能です。
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８）斗南病院臨床研修管理委員会
	 	 	 氏名	 	 卒業年次	

	 委員長　　	 天崎　吉晴　　　S61	 	 リウマチ・膠原病センター長
　	 副委員長	 北城　秀司　　　H	1　　　	 鏡視下手術センター長
　	 委員　　	 奥芝　俊一　　　S53　　　	 病院長・プログラム責任者
　	 委員　　	 近藤　仁　　　　S56　　　	 副院長
　	 委員　　	 清水　匡　　　　S63　　　	 診療部長
　	 委員　　	 平山　眞章　　　S58　　　	 副診療部長
　	 委員　　	 坪田　大　　　　S60　　　	 頭頸部センター長
　	 委員　　	 佐々木　了　　　S61　　　	 血管腫・血管奇形センター長
　	 委員　　	 辻　　靖　　　　S62　　　	 外来化学療法・点滴センター長
　	 委員　　	 吉田　俊人　　　S62　　　	 心臓血管センター長
　	 委員　　	 木島　弘道　　　H	1　	　		 糖尿病・内分泌疾患センター長
　	 委員　　	 町野　倫太郎　　H	2　　　	 前立腺疾患センター長
　	 委員　　	 松井　和生			　　H	2　　　	 リウマチ・膠原病科科長
　	 委員　　	 川原田　陽　　　H	3　　　	 消化器外科センター長
　	 委員　　	 楫野　知道　　　H	4　　　	 脊椎疾患センター長
　	 委員　　	 川田　将也　　　H	6　　　	 乳腺・呼吸器病センター長
　	 委員　　	 住吉　徹哉　　　H８　　　	 消化器病センター長
　	 委員　　	 松井　裕　　　　H	6　　　	 循環器内科科長
　	 委員　　	 長谷山　美仁　　H	6　　　	 血液内科科長
　	 委員　　	 逸見　博文　　　H	6　　　	 婦人科科長兼生殖内分泌科科長
　	 委員　　	 作原　祐介　　　H	9　　　	 放射線診断科科長
　	 委員　　	 石﨑　竜生　　　H	9　　　	 眼科科長
　	 委員　　	 中村　高士　　　H10　　　	 麻酔科科長
　	 委員　　	 武田　広子　　　H12　　　	 病理診断科医長
　	 委員　　	 外木　秀文　　　　　　　		 天使病院　周産期母子センター副センター長
　	 委員　　	 前田　信彦　　　　　　　		 札幌東豊病院　理事
　	 委員　　	 中島　公博　　　　　　　		 五稜会病院　理事長
　	 委員　　	 森　博威　　　　　　　　		 余市協会病院　センター長
　	 委員　　	 野呂　秀策　　　　　　　		 中村記念病院　脳神経外科副部長
　	 委員　　	 平野　聡　　　　　　　　		 北海道大学病院　卒後臨床研修センター長
　	 委員　　	 山本　明美　　　　　　　		 旭川医科大学病院　卒後臨床研修センター長
　	 委員　　	 藤井　浩之　　　　　　　		 事務部長
　	 委員　　	 井野　明子　　　　　　　		 副看護部長
　	 外部委員　　	 大宮司　信　　　　　　　		 北海道大学　名誉教授
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９）各診療科の指導体制
消化器内科
	 近藤　仁（昭和 56年卒）	 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
	 平山眞章（昭和 58年卒）	 総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
	 住吉徹哉（平成 8年卒）　	 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
	 庵原秀之（平成 13年卒）　　　消化器病専門医、消化器内視鏡専門医
	 森田康太郎（平成 15年卒）	 総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、肝臓専門医
	 岡川　泰（平成 20年卒）　　　消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

腫瘍内科
辻　靖（昭和 62年卒）	 	 総合内科専門医、がん薬物療法専門医、消化器病専門医、
	 	 	 消化器内視鏡専門、血液専門医
杉山詢子（平成 14年卒）
岡村直香（平成 18年卒）	 総合内科専門医、がん薬物療法専門医、血液専門医

リウマチ・膠原病内科
	 天崎吉晴（昭和 61年卒）	 リウマチ専門医
	 松井和生（平成 2年卒）		 総合内科専門医、リウマチ専門医
	 野口敦史（平成 20年卒）

糖尿病・内分泌内科
	 木島弘道（平成元年卒）		 糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医

血液内科
	 長谷山美仁（平成 6年卒）	 総合内科専門医、血液専門医
	 熊野弘毅（平成 10年卒）	 総合内科専門医、血液専門医
	 武田　紫（平成 13年卒）	 総合内科専門医、血液専門医

循環器内科
	 松井　裕（平成 6年卒）		 循環器専門医
	 西野康宏（平成 8年卒）		 循環器専門医
	 大村悦敬（平成 10年卒）	 循環器専門医
	 林　大知（平成 19年卒）

外科
奥芝俊一（昭和 53年卒）	 外科専門医、消化器外科専門医、消化器病専門医、大腸肛門病専門医
北城秀司（平成元年卒）	 	 外科専門医

	 川原田陽（平成 3年卒）		 外科専門医、消化器外科専門医、消化器病専門医
	 鈴木善法（平成 9年卒）		 外科専門医、消化器外科専門医、消化器病専門医
	 才川大介（平成 17年卒）	 外科専門医、消化器外科専門医
	 佐藤大介（平成 20年卒）	 外科専門医
	 櫛引敏寛（平成 22年卒）	 外科専門医

心臓血管外科
	 吉田俊人（昭和 62年卒）	 外科専門医、心臓血管外科専門医
	 南田大朗（平成 17年卒）	 外科専門医
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呼吸器・乳腺外科
川田将也（平成 6年卒）		 外科専門医、呼吸器外科専門医、消化器外科専門医、消化器病専門医、
	 	 乳腺専門医
林　諭史（平成 15年卒）	 外科専門医、呼吸器外科専門医、乳腺専門医、細胞診専門医

整形外科
	 楫野知道（平成 4年卒）		 整形外科専門医
	 大灘嘉浩（平成 10年卒）	 整形外科専門医
	 松本　大（平成 15年卒）	 整形外科専門医
	 久田雄一郎（平成 18年卒）
	 辻本　武尊（平成 20年卒）	 整形外科専門医

耳鼻咽喉科
	 坪田　大（昭和 60年卒）	 耳鼻咽喉科専門医
	 百島尚樹（平成 11年卒）	 耳鼻咽喉科専門医

婦人科・生殖内分泌科
	 逸見博文（平成 6年卒）		 産婦人科専門医、生殖医療専門医
	 田中綾一（平成 9年卒）		 産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、細胞診専門医
	 長澤邦彦（平成 11年卒）	 産婦人科専門医
	 池田詩子（平成 11年卒）	 産婦人科専門医

形成外科
	 佐々木了（昭和 61年卒）	 形成外科専門医
	 蕨　雄大（平成 14年卒）	 形成外科専門医
	 藤田宗純（平成 17年卒）	 形成外科専門医

眼科
	 石﨑竜生（平成 10年卒）	 眼科専門医
	 阿部綾子（平成 13年卒）	 眼科専門医

泌尿器科
	 町野倫太郎（平成 2年卒）	 泌尿器科専門医、透析専門医
	 秋野　文臣（平成 11年卒）	 泌尿器科専門医

麻酔科
	 中村高士（平成 10年卒）	 麻酔科専門医
	 佐藤大輔（平成 14年卒）	 麻酔科専門医
	 徳山英雄（平成 18年卒）	 麻酔科専門医

放射線診断科
	 清水　匡（昭和 63年卒）	 放射線専門医
	 作原祐介（平成 9年卒）		 放射線専門医

病理診断科
	 小山田ゆみ子　（昭和 59年卒）病理専門医、病理専門医研修指導医、細胞診専門医
	 武田　広子　　（平成 12年卒）病理専門医、病理専門医研修指導医、細胞診専門医
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２　斗南病院　内科初期臨床研修プログラム

1．種別　　　　　　　	
　基本研修科目

2．研修時期・期間	
　必修：1年目に6か月　選択：2年目において希望かつ選択可能な月数

3．研修方式	
　1年目は当院内科各分野（消化器内科、腫瘍内科、血液内科、呼吸器内科、循環器内科、代謝内分泌科、リ
ウマチ膠原病科）から最低3分野以上を選択ローテートし、合計6か月。ローテートする各科目の期間は原則
最低１ヶ月。2年目では、希望者は上記内科系分野から希望する分野（複数可）を選択し、選択可能な範囲で
希望期間研修できる。

4．指導責任者　
リウマチ膠原病センター長	 	 天崎　吉晴
糖尿病・内分泌疾患センター長　	 木島　弘道
消化器病センター長	 	 	 住吉　徹哉
化学療法・点滴センター長	 	 辻　靖
血液内科科長		 	 	 長谷山　美仁
循環器内科科長	 	 	 松井　裕　　　　（氏名五十音順）

5．研修の概要
　当プログラムは厚生労働省の策定した卒後臨床研修を行う。プログラムの特徴は以下である。

　①総合内科的診療＋7つの専門的診療の場を通し、マンツーマン体制で広く内科疾患を診療・経験できる。
　②消化器病救急や災害救急、およびサブ当直業務を通し、救急医療を習得できる。
　③カンファレンスや院内・院外での種々の研究会への参加・発表機会を多く持てる。

　内科6ヶ月間で基礎的・広範な知識・技量の習得をするともに、各専門科において先進的医療を研修するこ
とで、高度な専門性を身につける基盤も提供する。また、年間を通して各種研修医向けセミナー・実習を横断
的に行い、所属分野以外の研修の機会も提供する。
　３年目に当院内科系後期研修プログラムに所属した場合は、最短卒後約3年で内科認定医を取得することが
可能である。

6．研修目標
　1年目の内科必修6ヶ月の期間では、内科的診療に必要な医療面接、基本的身体診察法、基本的臨床検査と
その解釈、基本的手技、基本的治療法、診療録を含む医療記録の作成・記録法を習得する。2年目の選択期間では、
１年目で習得した知識・技術をさらに磨くとともに、希望する専門的な各疾患分野（複数可）での診療を経験
することで、内科的診療全般および特定分野における研鑽を行う。
　
a)	内科共通の研修目標
１）行動目標
　内科的基本診察の知識・技術を習得し、斗南病院卒後臨床研修プログラムの行動目標の達成に努める。　

２）経験目標
①経験すべき診察法・検査・手技
Ⅰ）基本的身体診察法
　以下の診察が実施でき、所見を正確に記載できる。
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１．全身の診察（バイタルサイン、皮膚、表在リンパ節、精神状態）
２．頭頚部の診察（頭部、結膜、眼底、外耳道、鼻腔・口腔、咽頭、甲状腺）
３．胸部の診察（胸郭、心音・呼吸音等の聴取）
４．腹部の診察（聴診、打診、触診）
５．直腸診
６．	四肢、関節・筋肉の診察
７．神経学的診察

Ⅱ）基本的臨床検査
　A)	受け持ち患者の検査として診療に活用できる。（必須項目）

１．	一般尿検査（尿沈渣顕微鏡検査）
２．便検査（潜血、虫卵）
３．動脈血ガス分析
４．血液生化学的検査（血糖、電解質、尿素窒素など）
５．血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査）
６．細菌学的検査・薬剤感受性検査　（検体の採取―痰、尿、血液など	グラム染色など）
７．肺機能検査（スパイロメトリー）
８．髄液検査
９．内視鏡検査（上部、下部消化管、気管支）
10．単純X	線検査（胸部、腹部、関節）
11．X	線 CT	検査

　B)	自ら実施し、結果を解釈できる。（受け持ち患者でなくてもよい）
１．血液型判定・交差適合試験
２．心電図（12	誘導）
３．超音波検査

　C)	検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。
１．血算・白血球分画
２．細胞診・病理組織検査
３．造影X	線検査 (胃バリウム、注腸バリウム )
４．MRI	検査
５．核医学検査
６．神経生理学的検査（脳波・筋電図・神経伝導速度など）

Ⅲ）基本的手技
　自ら実施でき、合併症発生時の対応を理解している。（必須項目）

１．心マッサージ
２．注射法（皮内、皮下、筋肉、静脈）
３．中心静脈の確保
４．採血法（静脈、動脈）
５．導尿法
６．ドレーンチューブ類の管理
７．胃管の挿入と管理
８．局所麻酔法

Ⅳ）基本的治療法
　A)	適応を判断し、自ら実施できる。

１．療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備）
２．薬物治療（薬物の作用、副作用、相互作用を理解する）
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　　　抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、解熱薬、麻薬、糖尿病薬、抗精神薬、抗腫瘍薬
３．適切な輸液製剤の選択
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。

　B)	必要性を判断し、適応を決定できる。
１．外科的治療
２．放射線治療
３．血液透析、血液浄化法
４．理学療法、作業療法など
５．他科受診による診察の依頼
６．精神的ケア（臨床心理士）

Ⅴ）医療記録	自ら実施する。（必須項目）
１．POS	に従って記載した診療録の作成（退院時サマリーを含む）
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、紹介状への返信の作成

②	経験すべき症状・病態・疾患
Ⅰ）頻度の高い症状
　自ら診療し、鑑別診断ができる。（必須項目	レポート提出）

１．不眠
２．浮腫
３．リンパ節腫脹
４．発疹
５．発熱
６．頭痛
７．めまい
８．胸痛
９．動悸
10．呼吸困難
11．咳・痰
12．吐気・嘔吐
13．腹痛
14．便通異常（下痢、便秘）
15．四肢のしびれ
16．血尿
17．排尿障害（尿失禁・排尿困難）

Ⅱ）緊急を要する症状・病態
　A)	初期治療に参加（必須項目）

１．心肺停止―心肺蘇生法
２．ショック
３．意識障害
４．脳血管障害
５．急性心不全
６．急性腹症
７．急性消化管出血
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10．呼吸困難
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12．吐気・嘔吐
13．腹痛
14．便通異常（下痢、便秘）
15．四肢のしびれ
16．血尿
17．排尿障害（尿失禁・排尿困難）

Ⅱ）緊急を要する症状・病態
　A)	初期治療に参加（必須項目）

１．心肺停止―心肺蘇生法
２．ショック
３．意識障害
４．脳血管障害
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８．誤飲、誤嚥

　B)	経験することが望ましい
１．急性呼吸不全
２．急性腎不全
３．急性感染症

Ⅲ）経験が求められる疾患・病態
　A)	受け持ち入院患者の診断、検査、治療方針の症例レポートの提出。　（必須項目）

１．心不全
２．高血圧症（本態性、二次性）
３．呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）
４．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）
５．腎不全（急性・慢性腎不全、透析）
６．糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）

　B)	自ら経験する。（必須項目）
１．貧血（鉄欠乏性、二次性）
２．骨粗鬆症
３．狭心症
４．心筋梗塞
５．不整脈
６．動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）
７．気管支喘息
８．気管支拡張症
９．慢性閉塞性肺疾患
10．小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、大腸癌）
11．肝疾患（急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性、薬物性）
12．急性腹症（胆石症、胆嚢炎）
13．尿路感染症
14．高脂血症
15．関節リウマチ
16．アレルギー疾患
17．インフルエンザ
18．結核
19．細菌感染症（MRSA）

　C)	知識を得ておくべきもの
１．白血病
２．悪性リンパ腫
３．出血傾向・紫斑病・DIC
４．パーキンソン病
５．脳炎・髄膜炎
６．薬疹
７．心筋症
８．弁膜症
９．深部静脈血栓
10．肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）
11．過換気症候群
12．胸膜炎・自然気胸
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13．間質性肺炎
14．肺癌
15．急性・慢性膵炎
16．急性・慢性糸球体腎炎
17．ネフローゼ症候群
18．全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）
19．下垂体機能障害
20．甲状腺疾患
21．副腎不全
22．高尿酸血症
23．真菌感染症
24．寄生虫疾患
25．全身性エリテマトーデス
26．シェーグレン症候群

③	特定の医療現場の経験。　（必須項目）
Ⅰ）救急における診断・処置
１．バイタルサインの把握ができる。
２．重症度・緊急度の把握ができる。
３．ショックの診断と治療
４．頻度の高い救急疾患の初期治療
５．適切に上級医、指導医、専門医にコンサルテーションができる。
６．血管の確保

Ⅱ）予防医療
１．食事・運動・禁煙指導
２．職場・学校等の検診

Ⅲ）地域保健・医療
１．社会福祉施設等の役割を理解し、実践する。

Ⅳ）緩和・終末期医療（臨終の立会い）

b)	内科各分野の研修内容
内科分野一覧

消化器内科分野
腫瘍内科分野
循環器分野
代謝・内分泌分野
血液分野
膠原病分野

消化器内科分野
（１）担当診療科：消化器内科
（２）指導医　副院長　近藤　仁、消化器病センター長　住吉徹哉
（３）研修時期・期間	
　	 １年目	 4ヶ月を上限に選択（2ヶ月以上が望ましい）
　	 ２年目	 選択
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（４）当分野の研修の特徴・研修目標　　　　　　　　　　　　　　　
1.	研修目標
　1年目の期間は内科全般に渡る臨床研修の一環として消化器内科の研修を施行します。患者さんに直接、接
する時間を豊富に設定し消化器系症状を有する患者さんへのアプローチを研修します。さらに、多数例の消化
器内視鏡検査に接し、その基本的な操作と専門医に準ずる診断能を獲得すると共に、内視鏡治療の現場で研修
を行います。さらに、肝、胆、膵の研修も併行して実施し、幅広く有意義な消化器領域の研修を目標とします。
　2年目研修では、個々の消化器疾患に対してその治療方針を適切に判断し、基本的な検査を実行できる能力
を取得することを目的とします。実際に、消化器内視鏡や腹部超音波検査を指導医の監督の下で施行すること
により、様々な病態に対する幅広い知識と適応力を養います。
2.	研修到達目標
　１年目の研修にて、基本的な消化器症状を有する患者さんへのアプローチを自身で行えることを最終目標と
します。将来、いかなる診療科に属するとしても、消化器症状は頻度が高く、その初期アプローチを習得する
ことは極めて重要である。さらに、緊急性のある状態を患者さんの診察の中から識別し得る能力を養うことを目
標とします。以上を最低の目標としますが、研修期間が長ければ以下の2年目研修に準じて、経験が積めます。
　当科の最大の特色は、早期消化管癌に対する内視鏡治療のセンター的施設であることです。2年目においては、
その実際の場に立会って最先端の治療現場を経験し、一歩踏み込んだ消化管診断治療の視野を養うことを目標
とします。一方、進行消化器癌に対しての治療については腹腔鏡下治療を実施している外科、腫瘍内科専門医
との密な連携、カンファレンスを通じて、最先端の治療に接してもらうことを目標としています。
　肝疾患の患者さんも多く、ウイルス肝炎、肝細胞癌に留まらず、他の肝実質性疾患の診療に参加してその実
際を研修します。胆道疾患、膵疾患も炎症性疾患、腫瘍性疾患の診療を積極的に展開しており、この診療にも
参加可能です。

腫瘍内科分野
（１）担当診療科：腫瘍内科
（２）指導医　化学療法センター長　辻　靖
（３）研修時期・期間	
	 1年目	 4ヶ月を上限に選択（2ヶ月以上が望ましい）
	 ２年目	 選択
（４）当分野の研修の特徴・研修目標
　腫瘍内科とは消化器がん、乳がん、肺がん、婦人科がんなど固形がん全般に対する薬物療法を専門とした診
療科で、抗がん剤の薬物療法、放射線治療、ホルモン療法、緩和医療などを行う。
　医師、看護師、薬剤師がチームを編成し、標準的治療、up	to	dateな治療、ならびに緩和医療、終末期医療
までトータルながん治療を提供している。
　転移・再発固形がんでは完治が難しく、化学療法の目的は質の高い延命にある。当科では十分な副作用コン
トロール下で短期入院治療や外来治療を推進している．その他、術前、術後補助化学療法を担当し、外科と協
働で集学的治療を行っている。
　がん治療成績の向上のためには新治療の開発が必須である。当科はJCOG（日本臨床腫瘍グループ）、WJOG（西
日本腫瘍グループ）のメンバーで、全国的な臨床試験に参画し、よりすぐれた標準治療の確立を目指している。
その他、新薬の企業治験も担当している。
　当科は抗がん剤の投与法、副作用の管理、がんによる身体的、精神的苦痛の緩和などに加え、がん告知や終
末期治療など死に向き合うことの多い診療科である。死にゆく患者を看ることは辛いことであるが、医師として
の成長には欠くことのできない過程であり、患者に対する思いやりの大切さを学ぶことができるであろう。
（5）当分野における頻度の高い症状
　疼痛、発熱、腹水貯留、胸水貯留、白血球減少、貧血、血小板減少、肝障害、腎障害、口内炎、悪心・嘔吐、
末梢神経障害、肺炎、腹膜炎、皮膚障害、アレルギー、下痢、便秘、敗血症。
（6）当分野において診療を行う主な疾患
　胃がん、大腸がん、膵がん、胆道系がん、食道がん、乳がん、尿路上皮がん、肺がん、卵巣がん、子宮がん、
原発不明がん、軟部肉腫など。
（7）当分野における緊急を要する症状・病態の理解と評価、治療の実践
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　アナフィラキシー、敗血症性ショック、急性呼吸不全、急性腎不全、痙攣、意識障害、DIC。　
（8）当分野における研修目標
　•　消化器がん、乳がん、尿路上皮がん、	原発不明がんなどの診断と治療に関する知識を習得する。
　•　抗がん剤と使用法の特徴、効果、副作用等に関する知識を習得する。
　•　がん化学療法の計画・指示・施行とよくある問題点や副作用の解決法を習得する。
　•　臨床試験を理解し、実践する。
　•　がん治療における緊急処置を習得する。
　•　病棟手技（ライン管理、腹腔穿刺、胸腔穿刺など）を習得する。
　•　埋め込み型カテーテル造設術の手技と管理方法を習得する。
　•　がんの疼痛コントロール、緩和医療を習得する。
　•　がん患者の心理的、精神的ケアを習得する。

循環器内科分野
（１）担当診療科：循環器内科
（２）	指導医　循環器内科科長　松井　裕
（３）	研修時期・期間	
　　	 1年目	 ３ヶ月を上限に選択
　　	 ２年目	 選択
（４）当分野の研修の特徴・研修目標
　循環器疾患の特徴として、緊急の対応を要することが少なくないこと、また、治療法として、安静、食事療法、
運動療法などの一般療法、薬物治療（利尿薬、強心薬、血管拡張薬、ACE阻害薬、ARB、亜硝酸薬、β遮断
薬、α遮断薬、抗狭心症薬、抗不整脈薬など）に加え、非薬物治療の占める意義が大きいということがあげら
れる。具体的には、虚血性心疾患に対する経皮的カテーテルインターベンション（PCI：PTCA、stent、DCA、
Rotablator など）、不整脈に対するカテーテルアブレーション、ペースメーカー・ICD植込み、重症心不全に
対する人工呼吸、透析治療、IABP、PCPS、両心室ペーシング（CRT）などがある。
　研修では、病歴と理学所見（聴診など）および基本的検査である胸部Ｘ線と12誘導心電図から、疾患を正
しく診断し重症度・緊急性について把握すること、さらに特殊検査としての心エコー・CT・MRI・RIなど画像
所見の読影を行うが、特に心エコー検査は自ら検者として基本断面を描出できるようにする。ホルター心電図
や運動負荷心電図については自ら判読すること、心臓カテーテル検査、電気生理学的検査や各治療法について
はその適応や基本手技を理解・習得するとともに、所見の読影を行う。
（５）頻度の高い症状
　全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少、体重増加、浮腫、発熱、頭痛、めまい、失神、胸痛、動悸、息切れ、
呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、尿量異常、不安・抑うつ
（６）診療を行う主な血液系疾患
　虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）、弁膜症（狭窄症／閉鎖不全症）、心筋疾患	（拡張型心筋症・肥大型心筋
症など）、高血圧症・高血圧性心疾患、先天性心疾患（心房中隔欠損症・心室中隔欠損症など）、不整脈（洞機
能不全症候群、発作性上室性頻拍症、心室頻拍など）、血管疾患（大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症など）、静脈・
肺血管疾患（肺血栓塞栓症、肺高血圧症、深部静脈血栓症など）、その他心膜疾患・心臓腫瘍、高脂血症、糖
尿病など
（７）緊急を要する症状・病態の理解と評価、治療の実践
　心肺停止、ショック、意識障害、急性呼吸不全、急性心不全、急性冠症候群、致死性不整脈、急性大動脈解離、
急性腎不全、急性感染症など

代謝・内分泌分野
（１）	担当診療科：代謝内分泌科
（２）	指導医　　糖尿病・内分泌疾患センター長　木島弘道
（３）	研修時期・期間	
　　	 1年目	 3ヶ月を上限に選択
　　	 ２年目	 選択
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（４）	当分野の研修の特徴
　我が国の糖尿病患者は、この30年間に20～ 30倍に急増しており、2010年までこのペースで増加し続け
た場合、1,000万人を超えるのではないか、と推計されている。糖尿病はインスリンの作用不足によって持続
的な高血糖を中心とした種々の代謝異常が生じ、網膜症、腎症などの細小血管症や神経障害などの特有の合併
症を引き起こす疾患である。また、インスリンの作用不足が著しい場合には、ケトアシドーシス、高浸透圧性
昏睡などの急性合併症が起こり、迅速かつ適切な治療が行われなければ生命の危険がある。さらに大血管合併
症として動脈硬化症を進展させ、心筋梗塞や脳梗塞などの併発はしばしば生命予後に重大な影響を及ぼす。ま
た、血行障害、貪食細胞機能の低下などによる感染症の重篤化も認められ、さらに日本人における大規模コホ
ート研究で、糖尿病既往者にはがん罹患リスクの増加（男性で1.27倍、女性1.21倍）も報告されている。糖
尿病治療の目標として良好な血糖コントロ−ルを長期間にわたって維持することは何より重要だが、たとえ限ら
れた研修期間の中であっても、こういった糖尿病の特徴を理解し、正しい患者指導、慢性合併症のケアを経験し、
感染症への対応や、血圧・脂質管理などを含む大血管合併症の進展予防の方法論を学び、がんの早期発見に努
めることは、他科に進む研修医にとっても今後必要とされる資質となると信じている。さらに当科は日本内分泌
学会の認定教育施設でもあり、内分泌疾患に伴う二次性糖尿病の他、甲状腺疾患、下垂体疾患、副腎疾患、電
解質異常などにふれる機会が多いのも特徴である。
（５）当分野における頻度の高い症状
　全身倦怠感、食欲不振、体重減少、浮腫、胸痛、動悸、嘔気・嘔吐、胸やけ、便通異常（下痢、便秘）、尿
量の異常、不安・抑うつ、不眠
（６）当分野において診療を行う主な疾患
　1型糖尿病、2型糖尿病、二次性糖尿病、糖尿病の慢性合併症（網膜症、腎症、神経障害）、高脂血症、電
解質異常、視床下部下垂体疾患、甲状腺疾患、副甲状腺疾患、副腎疾患
（７）当分野における緊急を要する症状・病態の理解と評価、治療の実践
　糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖・高浸透圧症候群、低血糖、副腎不全・甲状腺クリーゼなどの内分泌救
急 (endocrine	emergency) 疾患
（８）当分野における研修目標
　糖尿病；病型の確定と治療法の選択が出来ること。薬物治療開始の適応・インスリン療法導入時期の決定、
各種インスリン製剤の選定・調節を実際の症例を担当しながら経験していく。食事療法・運動療法の指導につ
いても体験し、これの修得を目指す。あわせて合併症の進行例を対象に、患者の苦痛の軽減や治療を試みるこ
とが出来る。高脂血症・高血圧症・高尿酸血症などの合併する病態に対し適切な治療を行うことが出来る。院
内他科の周術期の血糖管理に習熟する。
　内分泌疾患；全身倦怠感、食欲不振、体重の変動、浮腫、尿量の異常、視力・視野の異常などの訴えから、
可能性のある内分泌疾患を鑑別診断として挙げ、さらに適切なホルモン検査・画像検査などの検査計画を立案
することが出来る。内科的治療やホルモン補充療法につき習熟する。甲状腺の触診を習得し、甲状腺エコーの
画像から甲状腺腫瘤の良悪性の推測をすることが出来る。

血液内科分野
（１）担当診療科：血液・一般内科
（２）	指導医　血液・一般内科科長　長谷山　美仁
（３）	研修時期・期間	
　　	 1年目	 3ヶ月を上限に選択
　　	 ２年目	 選択
（４）当分野の研修の特徴・研修目標
　血液分野では血液疾患の化学療法をはじめ、自家造血幹細胞移植などを行っている。
　血液診療領域では、良性疾患から悪性疾患まで多岐に亘る病態を、診断から治療まで、他分野との連携を行
いつつ、ほぼ全経過を1分野で診療している。従って、疾患の診断に必要な手技、知識の習得から、治療計画
の立案、遂行まで研修が可能となっている。また化学療法や造血幹細胞移植では感染症をはじめとした種々の
合併症も生じることが多く、化学療法における支持療法についての研修も行われる。手技的には診断に必要な
骨髄穿刺、生検、及びその評価、また末梢、中心静脈の確保、動脈穿刺、腰椎穿刺のような血液疾患の治療手
技を習得できる。血液疾患の診療では、造血器悪性腫瘍の化学療法や幹細胞移植も積極的に行われ、これは医
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師のみならず看護師や他の医療従事者の協力のもとに行われるチーム医療である。従って、単に手技的な習得
にとどまらず、患者本位の全人的医療に積極的に参画し、これを認識、実践する基礎を確立することができる。
（５）頻度の高い症状
　全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少、浮腫、リンパ節腫脹、発疹・紫斑、発熱、鼻出血、動悸、呼吸困難、
咳・痰、嘔気・嘔吐、嚥下困難、腹痛、便通異常（下痢、便秘）、腰痛、関節痛、四肢のしびれ、血尿、排尿障
害（尿失禁・排尿困難）、尿量異常、不安・抑うつ
（６）診療を行う主な血液系疾患
　白血病、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫、再生不良性貧血、慢性骨髄増殖性疾患、特発性
血小板減少性紫斑病など
（７）緊急を要する症状・病態の理解と評価、治療の実践
　心肺停止、ショック、意識障害、急性呼吸不全、急性心不全、敗血症、出血傾向、急性腎不全、急性感染症

膠原病分野
（１）担当診療科：リウマチ膠原病センター
（２）指導医　リウマチ膠原病センター長　天崎吉晴
（３）	研修時期・期間	
　　	 1年目	 3ヶ月を上限に選択
　　	 ２年目	 選択
（４）	当分野の研修の特徴・研修目標
　リウマチ・膠原病というと、内科疾患の中では比較的まれで特殊な領域という印象を持ちがちですが、臨床
研修においては、膠原病の診療には総合内科のエッセンスが凝縮されていると言っても過言ではありません。
全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病や血管炎症候群は、腎・皮膚・呼吸器などの多彩な臓器病変を
呈し、関節リウマチでは全身の筋・関節・骨格系の評価に加え、関節外臓器病変の的確な診察が必要となります。
またこれらの疾患では副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤、抗TNF・抗 IL-6抗体製剤などの生物学的製剤の直
接の副作用や、日和見感染症、重症例における多臓器不全やDICにまれならず遭遇します。
　1年目の研修では各膠原病・リウマチ性疾患症例の診療を通して、疾患の病態・診断・治療の理解を深める
とともに、それらの内科的マネージメントに指導医・上級医とともに携わって頂きます。また内科全般にも共通
する課題（基本的問診と診察、不明熱の鑑別診断、感染症治療や輸液を含む全身合併症・免疫不全患者の管理）
のトレーニングを積んで頂き、膠原病・リウマチ性疾患の基本的な診療を学ぶとともに内科医として総合的な
知識や診療姿勢を身につけることを目標とします。また当科で比較的頻度の高い臨床手技（腰椎穿刺や骨髄腰椎）
も経験します。
　2年目にも選択の場合は、上記に加え診断や治療計画の立案、マネージメントを中心的な立場で行って頂き、
統合的なアプローチ能力、幅広い応用力を身につけ、将来リウマチ・膠原病学の専門診療を目指す場合も視野
に入れた研鑽を積んで頂きます。
（５）	当分野における頻度の高い症状
　発熱、関節痛、発疹、レイノー現象、皮膚潰瘍、貧血、腎障害、ネフローゼ症候群、胸水貯留、心嚢液貯留、
間質性肺炎、不整脈、肺高血圧症、消化管出血、中枢神経障害（痙攣、意識障害など）、末梢神経障害、出血傾向、
血栓症、消化管障害、口内炎、結膜炎、日和見感染症、糖尿病、高脂血症、白内障、緑内障、骨粗鬆症
（６）	当分野において診療を行う主な疾患（アレルギー・膠原病）
　全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、強皮症、皮膚筋炎・多発性筋炎、血管炎症候群、ベーチェット病、
抗リン脂質抗体症候群、乾癬性関節炎、薬剤アレルギー、シェーグレン症候群など
（７）当分野における緊急を要する症状・病態の理解と評価、治療の実践
　ショック、急性呼吸不全、急性心不全、消化管出血、急性腎不全、痙攣、意識障害、DIC

7.	研修の評価	
　斗南病院	卒後臨床研修プログラムの規定に準ずる。
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３　斗南病院　外科初期臨床研修プログラム

1．種別　　　　　　　	
　基本研修科目

2．研修時期・期間	
　必修：1年目に3か月　選択：2年目において希望かつ選択可能な月数（3ヶ月以上が望ましい）

3．指導責任者　　鏡視下手術センター長　	 北城　秀司

4．研修の概要と研修目標
　1年目の3か月間の必修期間で周術期患者管理法や外科基本手技の技術・知識を習得する。２年目は１年目
で習得した知識・技術をより確実に修得することを目標とする。様々な合併症を有する患者の周術期管理を経
験することで、内科的疾患を含めた各種疾患の知識の整理が可能である。特に術後管理においては、正確な知
識に基づいた患者状態の把握と適切な処置を実際に体験する。また、各領域の代表的手術術式にも精通し、切
除標本の取り扱い方や病理診断に基づいた術後補助療法の選択などを経験することで総合的に外科学を学ぶ。

5. 研修到達目標
	（太字は3か月程度の研修で経験できる項目、細字は6か月程度の研修で経験できる項目、下線は「ガイドライン」
の経験目標に含まれる項目）

A	基本的な臨床検査から術前後の患者の状態を正確に把握できる
　(1)臨床検査の基礎
　　[1]各種生理検査（心電図・肺機能）の検査方法と理論を学ぶ
　　[2]臨床検査（超音波検査、単純X線検査、内視鏡検査、X線CT検査、MRI検査）の検査方法と理論を

学ぶ

　(2)循環器系（術前併存心疾患、術後循環動態の把握）
[1]心電図（12誘導）、負荷心電図
[2]動脈圧測定（非観血的方法、観血的方法）
[3]中心静脈圧測定

　(3)呼吸器系（術前併存肺疾患、術後合併肺疾患の把握を含む）
[1]手術前の肺機能検査（スパイロメトリー）の解釈
[2]術前後の動脈血ガス分析
[3]単純X線検査、X線CT検査、MRI検査、核医学検査、内視鏡検査による病態の正確な把握

　(4)消化器系
[1]超音波検査、単純X線検査、内視鏡検査、X線CT検査、MRI検査、核医学検査による病態の正確な
把握

　(5)乳腺・甲状腺疾患
[1]超音波検査、マンモグラフィー、X線CT検査、MRI検査、核医学検査による疾患の把握

　(6)その他の検査
[1]手術前後の臨床検査の解釈（一般尿検査、便検査、血算、血液生化学検査）
[2]細菌学的検査・薬剤感受性検査
[3]細胞診・病理組織検査
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Ｂ	手術術式を理解し、外科的手技に習熟し手術に参加できる
　(1)手術前の患者の心理状況を考慮した患者への説明
　(2)適切な手術術式の選択
　(3)手術中の結紮・縫合、鉤引き・吸引などによる術野の確保
　(4)腹腔鏡手術の理解と手術助手
　(5)簡単な切開・排膿、局所麻酔法

Ｃ	病態を正確に把握した術前・術後管理ができる
　(1)術後呼吸、循環管理

[1]気道確保、人工呼吸（マスクとバッグを用いた徒手換気）、気管挿管と人工呼吸器の使用方法
[2]心マッサージ、除細動

　(2)創、ドレーン・チューブの管理
[1]創部消毒とガーゼ交換
[2]ドレーン・チューブの管理、胃管の挿入と管理、導尿法
[3]胸腔・腹腔穿刺

　(3)注射、採血
[1]注射法（皮内・皮下・筋肉注射・点滴）
[2]末梢静脈確保、中心静脈確保
[3]採血法（静脈血、動脈血）

　(4)基本的治療方法
[1]療養指導（安静度、体位、食事など）
[2]薬物療法（抗菌剤、解熱剤、麻薬、血液製剤、抗腫瘍薬、循環作動薬など）
[3]輸液の適応、投与量、種類の決定
[4]輸血（成分輸血を含む）の適応、種類の選択、施行方法、効果・副作用の理解と実施

　(5)医療記録
[1]診療録、処方箋、指示箋を作成・管理する
[2]CPCレポートの作成、症例提示
[3]診断書、死亡診断書の作成
[4]紹介状の作成、または返信の作成

　(6)診療計画
[1]診療計画を作成する
[2]ガイドライン、クリティカルパスの理解と実践

D	緩和・終末期医療に参加できる
[1]心理社会的側面への配慮
[2]基本的緩和ケア（WHO方式がん疼痛治療法）
[3]告知をめぐる諸問題への配慮

6.	経験が求められる疾患・病態
[1]必修項目A―受け持ち医として診断、検査、治療方針、手術内容、手術に必要な解剖、周術期管理、
病理報告、外来通院経過）について症例レポートを提出

	 ・胃癌、大腸癌
[2]必修項目B―受け持ち医として経験
	 ・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、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）
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	 ・胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎、胆嚢癌、胆管癌）
	 ・肝疾患（肝癌）
	 ・横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）

7.	週間スケジュール
月 火 水 木 金

8 : 0 0 病棟指示 手術検討会 病棟指示

8 : 3 0 カンファレンス

9 : 0 0 朝回診、手術、処置

1 7 : 1 5 病棟業務終了

1 8 : 0 0 消化器病
カンファレンス
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４　病院群を構成する施設の研修体制

産婦人科	 <1 ヶ月以上 >	 	 	 	
研修施設：札幌東豊病院
指導医：前田信彦（理事）	 	 	 	 	
研修期間中にまず正常妊娠、正常分娩を数多く経験することを第一に、日常診療の中でしばしば遭遇する流
産、子宮外妊娠などの妊娠中の異常、分娩時の帝王切開術などの研修を積む。婦人科については良性疾患を
中心に診断と治療方法の概略の理解に努める。基本的には指導医の下で担当医となり、治診・治療を担当す
る。	 	 	 	 	
産婦人科週間タイムテーブル（例）	

	 	 	

カンファレンス：周産期カンファレンス

精神科	 <1 ヶ月以上 >	
研修施設：五稜会病院
指導医：中島公博（理事長）	 	 	 	 	
統合失調症、うつ病、神経症、アルコール依存症、認知症などの広範囲な神経精神疾患を対象としている。また、
神経症、摂食障害、統合失調症、慢性疼痛に対する集団療法も積極的に行っている。主に、外来治療とコン
サルテーション・リエゾンを研修する。	 	 	 	 	
精神科週間タイムテーブル（例）	 	 	 	 	

カンファレンス：外来カンファレンス、病棟カンファレンス、精神科リハビリテーションカンファレンス

小児科	 <1 ヶ月以上 >
研修施設：天使病院
指導医：山本浩史（外科・小児外科科長）	 	 	 	 	
小児期の内科系疾患の総て。特に、川崎病、各種急性期感染症、気管支喘息、髄膜炎、脳炎、脳症、先天異常、
消化器病、内分泌疾患疾患など。
小児科週間タイムテーブル（例）　　　　　　　　　　　　　

カンファレンス：外来カンファレンス、　病棟カンファレンス、精神科リハビリテーションカンファレンス
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脳神経外科	 <1 ヶ月以上 >	 	 	 	
研修施設：中村記念病院
指導医：野呂秀策（脳神経外科副部長）	 	 	 	
脳神経外科的疾患の診断治療の実際を学ぶ。脳神経外科診療における検査や処置、手術を経験し、
病棟管理を習得する	 	 	 	 	
脳神経外科週間タイムテーブル（例）	 	 	 	 	

カンファレンス：放射線カンファレンス	 	 	 	 	

神経内科	 <1 ヶ月以上 >	 	 	 	
研修施設：中村記念病院
指導医：佐光一也（診療本部長）	 	 	
神経内科学の取り扱う疾患は広範囲にわたり、中枢・末梢神経、筋、結合組織、代謝あるいは内科
的基礎疾患に原因があって、神経・筋症状を呈する多彩な疾患を対象としている。	 	
神経内科週間タイムテーブル	 （例）	 	 	 	

カンファレンス：入退院カンファレンス、症例検討会、フィルムカンファレンス、総回診、リハビ
リテーション・放射線カンファレンス	 	 	 	 	

地域医療	 <1 ヶ月以上 >	 	 	 	
研修施設：余市協会病院
指導医：森　博威（センター長）	 	 	 	 	
プライマリ・ケアにおいて、患者の心理社会的側面にも配慮した問題解決能力と臨床的技術・態度
を身につける。		 	 	 	
地域医療週間タイムテーブル	 （例）	 	 	 	

カンファレンス：病棟カンファレンス	 	 	 	 	
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北海道大学病院　研修可能診療科
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旭川医大大学病院　研修可能診療科
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５　斗南病院における研修指導科の概要

★消化器内科★
　消化器内科においての初期研修は、担当医といっしょに多くの患者さんに接するところから始まります。患者
さんの症状について担当医と検討し、その病態をいっしょに把握していきます。その上で治療方針をエビデン
スに基づいて決定するプロセスを理解していきます。一方、救急外来などで初診の患者さんの診察を通して救
急処置の必要性を判断する能力を身につけていくことも勉強していきます。また、実際に担当医あるいは指導
医の下でさまざまな診療手技を実施することでその確実性と安全性を高めていきます。一通りの診察が可能と
なるまで指導医、担当医が共に診療にあたります。
　後期研修には、消化器病全般の診断、治療に積極的に携わりつつ、さらに専門的視野を備えた医師を育成す
ることを目的としています。とくに消化管の早期癌の治療については、近年、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
が注目されていますが、当院ではESDを 2000年から精力的に行っており、胃腫瘍に対するESDは累計
2000例程におよび道内では屈指の症例数を誇ります。なお平成29年は食道および胃ESDが約250例、大
腸ESDが約100例でした。
　後期研修ではESDにより治療が可能な早期癌を発見するための内視鏡トレーニングが織り込まれています。
当院での平成29年における上部消化管および大腸内視鏡検査の総数は約12900件（上部9500件、大腸
3400件）ですが、後期研修医には内視鏡検査に積極的に関わってもらいますので内視鏡センターでの研修は
欠かすことができません。
　肝、胆、膵領域は、現在のエビデンスに基づいた診断、治療を学ぶことを目標としています。後期研修では、
様々な病態に対応する知識を整理して、ERCP、EST（乳頭切開術）、胆管ステント留置術のほかEUS（超音波
内視鏡検査）やEUS下 FNA（穿刺細胞組織診）など多岐にわたる手技を習得します。
　消化器の進行癌に対する化学療法については、腫瘍内科が主として担当しています。エビデンスに基づいた
最新の化学療法について学習するとともに、担当医の指導の下に実際に患者さんへの治療にも携わっていきま
す。化学療法は主に外来で行われることが多く、そのため外来化学療法センターが設置されています。また院
内には緩和ケアチームが設けられ、緩和医療についても学ぶことができます。初期研修、後期研修の詳細は腫
瘍内科の項を参照してください。
　いずれの分野においても、臨床実習に止まらず学会発表などの学術経験も重ねながら研修します。当院は、
日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会の指導研修施設であり、学会専門医を取得する際には研修歴に算定
できます。

★腫瘍内科★
　研修医の皆様、腫瘍内科なんて特殊すぎて初期研修には向かないと思っていませんか？それは大きな間違い
です。現在は日本人の3人に1人、近い将来には2人に1人が癌で死亡するといわれており、癌治療は医師にとっ
て重要な分野です。また、癌患者さんは進行するにつれていろいろな合併症をかかえることになり、精神的に
も肉体的にも苦しんでいます。そのような患者さんをサポートする過程で、結果的に内科で研修するべき項目
は全てクリアできます。以下を参考にして、是非ご検討下さい。
　腫瘍内科は消化器癌、肺癌、乳癌、婦人科癌など固形癌全般に対する薬物治療を専門にする診療科です。当
科では外来治療や短期入院に重きをおいて、医師、看護師、薬剤師がチームを作り、クリティカル・パスを
活用した標準治療からup	to	dateな情報を基にした最新の治療、そして終末期まで視野に入れたトータルな
ケアを提供しています。また当科では、世界的な標準治療の確立を目指しWJOG（西日本臨床腫瘍機構）や
HCGGC（北海道癌化学療法研究会）などの臨床試験に積極的に参加しています。当科での質の高いがん治療
は製薬企業の評価するところでもあり、抗がん剤や支持療法薬の新薬の治験や企業主導の臨床試験も行ってい
ます。
　当院では2004年 4月に腫瘍内科を新設し、院内のがん治療に関するリスクマネジメント、チーム医療の実践、
がんに関する知識の普及に力を入れてきました。術後補助化学療法、転移・再発がんに対する治療件数は年間
約5000件、その内約3000件を外来で行っており、243床規模の病院としては極めて多いといえます。さら
に2016年10月に新病院に移転、放射線治療が可能となり、外来治療センターのベッドも14床から20床に
拡充しました。ソフト面ばかりでなくハード面も充実し、最善のがん治療を提供できる環境が整ったと自負して
います。
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　当院は日本臨床腫瘍学会の認定する研修施設に認定されており、化学療法センター長である辻靖は日本臨床
腫瘍学会指導医です。日本の大多数の施設では、診療科は臓器別に分かれており、診療科毎に良性腫瘍から悪
性腫瘍の診断から治療まで行われているのが現状です。しかし、悪性腫瘍に対する治療薬の開発は目覚ましく、
適切な治療の選択には高度の知識が要求されます。当科ではさまざまな固形癌に対する抗がん剤治療、支持療法、
緩和療法などの薬物療法全般について効率よく研修することが可能と考えています。

★リウマチ・膠原病内科★
　膠原病・リウマチ性疾患は、同時に多臓器に障害を起こし得る全身性疾患群です。診断においてはいわゆる
不明熱の鑑別能力も問われ、また多くの例が慢性疾患で感染症や臓器合併症も多彩なため、初期診断からフォ
ローアップに至るまで常に全身を診る姿勢と、深く考える力が求められます。さらに、治療薬としての副腎皮質
ステロイド剤や免疫抑制剤、生物学的製剤は様々な副作用や使用上の注意点を有し、使いこなす力が求められ
ます。
　このように専門的知識と経験の蓄積のみならず、患者さんを全人的に診るGeneralist の能力が求められる
当科は、研修という点では内科医としての基礎から応用広い知識や臨床能力を養う場として最適でもあります。
かつ近年の患者さん数の増加や求められる診療レベルの向上に対し、リウマチ膠原病科の専門医はとくに北海
道ではまだまだ不足しており、将来的にも人材が渇望されている領域です。
　当科では膠原病診療の最前線で症例を受け持って頂き、専門知識と臨床能力を身につけて頂きます。初期研
修では関節リウマチ、全身性エリテマトーデス（SLE）などの膠原病・リウマチ性疾患や合併症の診療を通じ、
専門知識のみならず不明熱の鑑別と対応、関節疾患の見方、肺をはじめとする臓器合併症への対応、ステロイ
ド剤や生物学的製剤の使いこなしなど、プライマリ・ケアや他科の診療にも通じる知識・技量の蓄積も課題と
して研修して頂きます。
　また後期研修ではより専門性を高めた研修を積むとともに、学会参加や将来のリウマチ専門医資格取得を目
標に研鑽を行います。ストレートプログラムの場合、まず1年目は病棟診療を中心とした研修からスタートし
て頂き、外来診療の実践も経験しながら、リウマチ・膠原病の診療や生物学的製剤などの新規治療法の実践も
含め、1例１例を深く診るトレーニングを積んで頂きます。当院は日本リウマチ学会認定教育施設であり、リウ
マチ専門医の受験資格に必要な症例も十分に経験できます。また北海道大学病院第二内科等の道内の専門施設
とも活発な交流を行うとともに、日本リウマチ学会を中心とした学会活動参加を行っています。

★糖尿病・内分泌内科★
　当院は官庁街や商業地区に隣接する立地条件から、いわゆる働き盛りの年代の患者さんが多く受診されます。
このような背景から糖尿病外来の需要の高いエリアであり、当科単独で月平均1,200名以上の外来受診があり
ます。その内訳は、糖尿病が約80％、甲状腺疾患ならびにその他の内分泌疾患が約20％で、内分泌疾患のな
かには間脳下垂体疾患、副腎疾患、カルシウム代謝異常症なども含まれています。
この分野は検査や治療の進歩が目覚ましく、診療が複雑化しているため専門医が最も必要とされている分野の
1つです。当院は日本内科学会認定施設（教育関連病院）であり、　当科は日本糖尿病学会認定教育施設、日本
内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設、日本甲状腺学会認定専門医施設であります。症例も豊富なため糖尿病
内分泌分野の専門医取得に必要な経験と実績を十分に積むことができると考えています。また、興味深い症例
については、学会発表や論文投稿も精力的に行っています。
　診療体制は、2名の常勤医師ならびに後期研修医で月～金の専門外来を運営し、入院は、１．糖尿病教育入院、
２．糖尿病慢性合併症による入院、３．他科術前の血糖管理、４．内分泌疾患の精査・加療が主な内訳です。
　初期臨床研修として当科に在籍する場合には、第一に自科の入院患者に最も近いところで接し、糖尿病診療
の一般的な流れ（血糖管理、慢性合併症の評価、低血糖・シックデイなどのエマージェンンシー対応など）を
経験して頂きます。さらに第二には他科入院中の糖尿病患者の院内往診を経て、周術期の血糖管理などに習熟
して頂く。さらに在籍期間に症例に恵まれれば、電解質異常の管理や、下垂体前葉や副腎皮質機能の定量的評
価を実際に行い、治療までの流れを経験して頂きます。
　後期研修の場合は、自身が外来診療を行うなかで、外来診療～入院適応の有無判断～入院加療～アフターケ
ア、とさらに一貫して症例を経験することになります。また、より広範な内分泌疾患を経験できる筈です。
　なお、以下に糖尿病専門医、内分泌代謝科（内科）専門医、甲状腺専門医の取得要件を示します。当科はこ
れらの専門医を目指す方々に協力を惜しみません。
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★血液内科★
　血液内科にて扱う疾患は主として血液悪性腫瘍や各種の血球減少症です。良性の血球減少症としては再生不
良性貧血や特発性血小板減少性紫斑病の患者が時折、加療を要して入院してきます。
　血液悪性腫瘍は、白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫等があり、治療の主体は化学療法です。化学療法を
行うに際しては対象疾患に効果的な治療を選択することとともに、各種の副作用の予防・コントロールを行うこ
とが肝要です。当科においてはこういった感染管理、G-CSFや輸血による血球数コントロールといった支持療
法を日常的に行わなくてはなりませんが、これらの管理を習得することは、例え将来的に血液内科を選択しなく
とも、臨床を続けていくのであれば、必ず有用となっていくものです。なお、造血幹細胞移植は当科において
は自家移植までで同種移植は施行していません。
　手技的な面では他の内科ではあまり行われないと思われる骨髄穿刺・生検は当科では頻繁に行います。その他、
中心静脈カテーテル留置も比較的多く、さらに腰椎穿刺・抗癌薬の髄腔内投与も時に行います。

★循環器内科★
　近年、生活習慣の欧米化に伴い、高血圧、糖尿病、高脂血症などの心血管疾患の危険因子を有する症例が増え、
人口の高齢化と相まって循環器疾患の患者数は増加の一途をたどっています。
　循環器内科では、常勤医四名体制で診療にあたっています。平日日勤帯と、３か月に２回の札幌市呼吸循環
二次当番、月に１回の札幌市ACS当番の際に、循環器救急患者の受け入れを行い、急性心筋梗塞、不安定狭心症、
急性心不全、不整脈など多彩な救急疾患の診療を行っています。
　また、健康診断や他科 /他院通院中にみつかった循環器疾患の精査加療や、循環器疾患を合併した患者の周
術期や入院中の管理などを担当し、心臓超音波検査、運動負荷検査、心血管カテーテル検査 /治療、ペースメー
カー治療などを行い、労作性狭心症や末梢血管疾患、慢性心不全、不整脈などの検査や治療にあたっています。
特に最近進歩が著しい心血管カテーテル治療を適応に応じて積極的に行っており、低侵襲で治療効果が得られ
る治療法として症例数も増加しています。
　更に当院では心臓血管外科により開心術も行われており、循環器疾患の治療を当院で完結できるようになり、
月に一度のカンファレンスで手術適応を検討し、協力して治療にあたっています。
　このように、循環器内科では、一昨年の病院新築移転後より設備や体制が整い、幅広く循環器疾患を経験し、
学ぶことができるようになっています。また、循環器内科での研修により、複数の疾患をかかえる患者を経験
することで、循環器疾患の治療のみならず、患者の全身的な管理方法も学ぶことができるものと思います。興
味のある方は循環器内科での研修を是非ご検討ください。

★外科★
1. 理念
　北は札幌駅と南は大通り公園の間、北海道庁（赤レンガ）の真ん前に位置する	札幌市中央区の基幹病院の外
科として、現時点での最高水準の外科治療を提供することを理念としています。
　扱う領域は、消化管、肝胆膵などの消化器疾患、乳腺などの内分泌疾患、肺、縦隔などの呼吸器疾患、また
ヘルニアや痔核などの一般外科疾患です。特に、食道、胃、大腸などの消化管悪性疾患に対し低侵襲手術とし
て胸腔鏡、腹腔鏡下手術を積極的に導入し、創の小さい、体にやさしい手術を実践し実績をあげています。また、”
　患者さんや周囲の人たちに信頼される医療を提供すること”、”よく学び、よく遊べ ”をモットーとし、	若手外
科医の教育に力を入れています。
2.スタッフと診療体制
　スタッフは院長を含め12名で、他に北海道大学消化器外科 II からの応援医師が３人、他大学からの研修１名、
また常時、数人の初期研修医が研修中です。
　スタッフは、日本外科学会専門医が1１名で、うち２名は指導医、日本消化器外科学会専門医５名、うち指
導医３名、日本消化器病学会専門医３名、指導医２名、日本内視鏡外科学会評議員４名ですべて日本内視鏡外
科技術認定資格を有します。呼吸器外科専門医2名、乳腺専門医2名常勤しております。
　入院患者は常にチーム全員で担当し、常時約30名の入院患者さんの診療を行います。なお、術後の化学療
法の主体は腫瘍内科が担当します。
3.診療内容
　手術症例数は北海道でもトップレベルであり、201７年の全身麻酔手術総数は７７９件です。食道癌・胃癌・
大腸癌・肝胆膵癌などの消化器手術が641件、呼吸器手術が31件、乳腺手術が51件で急性腹症は47件と、
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いずれも北海道で有数の症例数です。
　特に内視鏡外科手術を積極的に取り入れており、日本内視鏡外科学会技術認定は４名で、2017年の手術数
は541件で全身麻酔手術の７０％を内視鏡手術で行っています。
　また、2004年11月から外来化学療法センターの開設、また、2005年 9月からの内視鏡センターの拡充に
伴い、症例が年々増加しており、消化器内科と放射線科と一体となった診療体制のもと、診断、検査から手術、
化学療法への一連の流れを	主治医として担当できます。また放射線科のインターベンション治療専門医の指導
の下PTCDなどの検査や治療も十分に経験できます。
4. 研究業績
　201６年の研究業績は、論文発表は２１編でうち英文論文は６編です。学会発表は6２回で、うち国際学会
における発表が２回でありました。初期研修医が９回、後期研修医が４回の発表を行いました。各学会におけ
る座長を17件、講演会を６件を担当しています。
5.プログラムとその特色
　初期研修のプログラムとしては、初期研修１年目では１か月からで選択可能です。周術期を中心とした全身
管理をベッドサイドで勉強します。病態生理はもちろん補液、経腸栄養などの基礎を学びます。研修早々に本
番さながらのトレーニングボックスを用いて形成外科医・外科医による縫合・結紮実習があります。練習を重
ねながら毎日のように手術助手、内視鏡手術のスコピストをしていただきます。中心静脈カテーテル挿入講習
会を放射線科指導医のもとに習得し臨床実地しております。月に２～３日のけが災害救急は、札幌の中心部に
ある事から一日に多いときで150名以上の救急患者のプライマリーケア—を指導医のもとに経験できます。救
急日においても縫合処置に関しては形成外科医の本格的な縫合手技を研修可能です。地方会での発表はもとよ
り、近隣開業医を交えた月に一度の勉強会において発表いただいております。
初期研修２年目では、上記に加え全国学会発での発表をしていただきます。手術の準備として動物実験などで
本番さながらのトレーニングを行い、胆嚢摘出術・虫垂切除・ヘルニア根治術などの全身麻酔手術の執刀いた
します。平成2７・２８年の2年間研修した初期研修医A医師の全身麻酔の執刀は、急性虫垂炎8例、胆嚢
摘出術4例、乳房切除4例、腹腔鏡下審査腹腔鏡12例、鼠経ヘルニア2例など35例の全身麻酔手術の執刀
を経験いたしました。
　後期外科研修プログラムは、北海道大学外科専門研修プログラムに登録して行われます。外科全般の知識、
手技を身につけるとともに、研修終了後に日本外科学会の外科専門医取得が可能となります。
外科専門医取得のためには、北海道大学のプログラム管理委員会のアレンジにより呼吸器外科、心臓外科、小
児外科など希望する科へのローテーションも可能です。
　また、上記の業績に示したとおり、専門医取得に必要な学会発表や論文執筆に関する指導を行えるスタッフ	
も充実しています。３人が、海外留学の経験者であり国際学会の発表も指導しております。特色として、北海
道大学病院の消化器外科 IIと密な交流があり、症例の紹介や懇親会などを日常的に行っていることがあげられ
ます。また、全国35の国家公務員共済組合連合会の病院での国内留学が可能です。
6.若手医師に対する教育実績
　卒後3年目で外科後期を開始した医師Aの平成29年度1年間の執刀は、胃癌3例、大腸癌7例、鼠経ヘ
ルニア１５例、乳がん3例、胆摘25例、虫垂切除10例、審査腹腔鏡14例、など76例の全身麻酔を執刀し
ました。その間、全国学会2報告、地方会1報告いたしまた。筆頭論文を2編執筆いたしました。
7.最後に
　外科医は、診断から治療までに精通し、確かな技量を問われる時代なりました。当院ではいま脚光をあびて
いる鏡視下手術を中心に据え、胆摘はもちろん消化管悪性腫瘍にも適応を拡げてこの分野の若手外科医の育成
に力を入れております。
　また、肝切除、食道癌手術、膵頭十二指腸切除などの長時間の手術や、重症患者さんの管理などハードな	時
間を過ごさねばならないこともありますが、手術後に患者や家族から、感謝の言葉を頂いたときに抱く達成感
や喜びは何物にも変えがたものがあります。夢を持って外科医を目指す意欲ある若手医師の応募を期待してま
す。

★心臓血管外科★
　2015年の人口動態統計によると、日本人の死因の一位は悪性新生物ですが3割弱で、心疾患+血管疾患（脳
血管を含む）+大動脈疾患は2割5分とかなり高い割合となっていて、ますます重要な分野となっています。
　これらは動脈硬化を基にする疾患が多く、治療には、薬物治療・カテーテルなどを使用した血管内治療・直
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接的な外科手術があります。
　その外科手術を必要とする患者さんに、直接治療を施すのが心臓血管外科医です。直達するしかない病変を
持ってしまった患者さんに侵襲は大きいが、多大なメリットのある治療を提供できる専門家です。
　当科は一昨年の新築移転後に、開設されたため当院での手術症例数はまだ少ないのですが、科長の吉田は外
科臨床に30年従事し、1000例以上の執刀経験のあるベテランです。
　対象疾患は、冠動脈疾患・弁膜症・大動脈瘤などで、特色として人工心肺を使用しない単独冠動脈バイパス
術の施行率は99%と高率です。
　研修医の皆さんには、術前の検討・手術・術後管理を一緒にしていただきます。
　術前の検討では、疾患の原因・程度・治療範囲・手術方法などを学んだのち、実際の手術方法を詳細に検討
します。
　手術には、手洗いし、第２ないし第3助手として手術メンバーの一員として活躍してもらいます。
　術後管理では、手術後でたしかに疲れているところですが、患者さんの状態変化の著しいところですので、
血管作動薬・強心薬などの使用や、それらの全身に及ぼす影響などを実感してもらいます。
　これらを通じて、循環器疾患の理解と手術治療の要点を学んでもらいます。
　また、手術は治療の一分野なので、外科と循環器内科を研修してから当科を選択すると、一層理解が深まり
ます。
　心臓血管外科への興味と理解をもっていただけたら幸いです。

★整形外科★
　整形外科は運動器官の疾病・外傷を対象とし、その病態の解明と治療法の開発および診療を行う専門領域です。
対象は脊椎・脊髄、上肢、下肢など広範囲に及び、内容も多様で治療の必要な患者数が極めて多いのが特徴です。
更に高齢社会の加速による頚椎、肩、腰、膝などの変性疾患の急増、スポーツ障害や外傷等の増加ならびに労
働災害や交通事故の多発に伴って，今後需要は一層高まると考えられます。
　当院の整形外科スタッフは2018年４月現在常勤医師5名（脊椎外科3名、肩関節・外傷2名）であり、下
肢疾患については、北海道大学整形外科と北海道整形外科記念病院の医師3名が主に担当しています。常勤お
よび非常勤スタッフはこれまでも当院、北大整形外科や北大基幹病院で研修医の指導を担当しております。当
科は北大整形外科の関連病院であり、北大や同門関連病院でのカンファレンス参加・手術見学なども可能です。
昨年度は当科で研修した研修医2名が北大整形外科に入局しています。

初期研修プログラム
　初期研修1年目では1～ 2ヶ月間整形外科にローテーションし、2年目では最大11ヶ月間研修可能です。
当科在籍時は、入院患者さんを指導医と受け持ち、教育的な運動器疾患症例の診断から治療までの流れを経験
して頂きます。またプライマリーケアとして救急外来等での初期対応・治療や専門医への適切な相談ができる
事を目指します。
後期研修プログラム
　臨床医としての基礎的な知識・手技・臨床能力を身につけ、良質の医療を提供できる整形外科医となるべく、
まず上肢・下肢・脊椎疾患の治療をバランス良くしかも高度なレベルを目指して経験し習得して頂きます。さ
らに学会発表・論文作成も行える国際的なレベルの整形外科医を目指す事を目標としています。当科は北大整
形外科の関連病院として、大学および関連病院との交流も活発ですので、札幌中心部にある当院を拠点とし特
徴ある疾患などについては近隣の病院での発展的な研修も可能です。

★耳鼻咽喉科★
　耳鼻咽喉科における後期研修では、頭頚部外科・耳鼻咽喉科疾患に関して、専門的な能力を有する指導医の
下で豊富な症例を経験し、優れた臨床能力をもつ医師を養成することを目的としています。
　特に当科では頭頚部腫瘍外科に重点を置いており、様々な症例を経験できます。各種皮弁や顕微鏡下	血管吻
合などの手法を用いて、咽頭や喉頭、食道、下顎骨、舌、頭蓋底などの再建を必要とする症例だけでも年間約
40例行っています。
　再建を必要としない頭頚部悪性腫瘍手術（咽頭癌、喉頭癌、耳下腺癌、甲状腺癌、頚部郭清など）や良性腫
瘍	を含めると腫瘍関連手術は年間約250例に達します。
　もちろん耳鼻咽喉科疾患として一般的な慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎や滲出性中耳炎、反復性扁桃炎、
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声帯ポリープなどの手術も積極的に行っており、腫瘍を含めた年間総手術症例数約450例は北海道でもトップ
レベルです。常時25～ 35名の入院患者さんの診療を行っており、術後管理なども学べます。
　外来では、当科の特徴として紹介患者さんが多いことがあげられます。新患患者さんにおける紹介率は平均
約50％と高く、その約半数が頭頚部腫瘍患者さんで、札幌市内だけでなく道内全域からの患者さんを受け入れ
ています。
　現在スタッフは2名（耳鼻咽喉科専門医2名常勤）で、研修施設の認定も受けており、充分な指導を受ける
ことが可能です。3年間の研修では多くの手術の術者、ないしは助手が可能で、専門医取得に必要な手術症例
を経験できます。
　頭頚部悪性腫瘍は、生命維持に必要不可欠な機能（呼吸、嚥下）だけでなく、声を失ったり、容貌に変化を
来すなど患者さんのQOLを著しく低下させます。このような患者さんに対する治療には困難を伴うこともあり
ますが、やりがいのある分野です。患者さんとともに悩み、困難を克服していく強い意志と優しさを持った医師
の応募を期待しています。

★婦人科・生殖内分泌科★
　婦人科・生殖内分泌科は、若い世代からご高齢の方まで女性の一生に関わる診療領域です。婦人科初期研修
において、女性を対象とする診察の心得から、診断、治療に至る道筋を、会得することができます。そこで、
婦人科腫瘍、不妊生殖医学領域、思春期・更年期領域などの各領域における専門的な医療を、目の当たりにし
て経験することができます。不妊生殖医学領域では、一般不妊治療に加え、高度生殖医療（体外受精、顕微授精、
凍結胚移植、精巣組織内精子採取術）などの治療を行います。平成元年には札幌初の体外受精児が当科で妊娠
した実績を持ちます。
　後期研修では、婦人科全般の診断・治療に積極的に取り組む一方、専門的視野を携えた医師を育成すること
を目的とします。診療内容は、月経・ホルモン異常、不妊症、性感染症、膣炎、妊娠の診断と治療、子宮筋腫、
子宮内膜症および卵巣腫瘍、子宮がん・卵巣がんなどの悪性腫瘍、更年期障害、骨粗鬆症などの中高年女性の
疾患等、婦人科全般の内容が含まれています。
　これらの疾患に関する手術は年間200～ 300件行っています。年間の腹腔鏡下手術数は約150件、子宮鏡
下手術数は約50件、研修指導は主に日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医が担当します。開腹手術、膣式手術、
鏡視下手術（卵管鏡下手術・子宮鏡下手術・腹腔鏡下手術）に加え、悪性腫瘍に帯する手術療法も積極的に施
行しています。2009年 3月より全国に先駆けて単孔式腹腔鏡下手術を導入し、2010年日本産科婦人科内視
鏡学会では学会賞を受賞しています。
　また、当院では１年間に約150件の採卵、約250件の胚移植を行っており、泌尿器科医と連携して、男性
不妊症の治療にも対応しています。研修指導は主に日本生殖医学会生殖医療専門医が担当します。
　学会発表などの臨床研究も盛んで、積極的に全国学会発表、講演、論文発表を行っており、2012年日本受
精着床学会では学会賞を受賞しています。
　以上、当科は日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設でもあり、婦人科と連携しながら、様々な婦
人科疾患について、学術活動を行いながら専門性を高めた研修をすることが可能です。

★形成外科★
　形成外科は「切縫に始まり、切縫に終わる」と言われるように、傷をきれいに治すことが強く求められる科です。	
そのために、形成外科医は傷跡が目立たなくなるような皮膚の縫い方や手術手技を習得していきます。
　また、形成外科で取り扱う疾患は口唇裂や口蓋裂、多指症、小耳症などの先天奇形や、顔面骨骨折などの外傷、
良性や悪性の皮膚腫瘍、糖尿病や静脈うっ滞などに伴う難治性潰瘍、乳房切除後や頭頸部領域での悪性腫瘍切
除後の再建手術など	多岐に及んでおります。
　当院では、血管腫・血管奇形センターを立ち上げており、道内はもちろん、日本全国各地から患者さんが来
院され、全国規模でもその分野において最先端の治療を提供しております。さらに、医療レーザーも各種取り扱っ
ており、年間500件以上のレーザー治療を行っております。
形成外科は現在3人体制で診療を行っており、日常の診療のみでなく、症例や手術手技の検討、学会発表など
も頻回に行い、診療の質を高めあっております。是非その一員として一緒に働いていただければ幸いです。
　形成外科を目指す人はもちろん、将来は外科系の診療科を目指す人、あるいは皮膚科を目指す人でも	「傷の
管理や縫合が上手くなりたい」、「レーザー治療に興味がある」などなど、是非形成外科研修を体験してみて下
さい。形成外科スタッフ一同お待ちしております。
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★眼科★
　眼科は眼そのものだけでなく、眼瞼や涙道などの付属器、視路や眼球運動に関係する中枢神経など、視機能
そのものを扱います。
　当科における初期研修では、眼科一般に関しての基本的な診断・治療を習得することを目標としています。
その中には細隙灯顕微鏡検査や精密眼底検査、蛍光眼底造影検査、OCTなどによる検査・診察・診断から、網
膜光凝固術 (レーザー治療 )など専門的な判断を要する治療まで含まれます。さらに白内障手術を中心に、硝
子体手術、緑内障手術、角膜移植などの手術治療も行っています。
後期研修では、眼科専門医を取得すべく、診察・診断・治療と知識をより深めます。また手術も術者として積
極的に症例をこなします。
　診療体制は常勤医2名体制で行っています。加えて旭川医大からの出張で ｢角膜専門外来｣、「網膜硝子体専
門外来」を行っています。マンパワーとしては決して多くはありませんが、逆に多くの患者さん・疾患を診るこ
とによって、検査・治療のプランを立てて実行する能力が身につきます。
眼科は外科系の中でもマイナーな科で、全身的な対処は苦手であるなどの点は否めません。しかし「見る」と
いう視機能に踏み込める唯一の科であり、「マイナー」ではなく「スペシャリスト」の科であると言えます。患
者さんの ｢見えるようになったよ｣ の一言のために頑張れる視機能の外科＝眼科はいかがですか？

★泌尿器科★
　泌尿器科は尿路を扱う専門科ですが、その守備範囲は広く、尿路癌などの腫瘍性疾患、先天性奇形などの小
児疾患、排尿障害を起こす神経系の異常、尿路閉塞に伴う腎後性腎不全などなど多種多彩な病態を扱います。
　初期研修医が遥かなる医業の習得の過程において、その一時期、泌尿器科で研修することは、その後多くの
患者さんとの全人的なお付き合いをする際、必ず役に立ちます。
	 尿閉の患者さんが救急外来に来たらどうするか？
	 全身麻酔をかけたけれど尿道留置カテーテルが入らない！
	 腎癌が見つかったけれど取るべきか？
	 尿管結石の痛みが取れないときはどうする？
　ありとあらゆる臨床の場面で、泌尿器科での経験が生かされます。具体的には、病棟での患者さんの管理、
泌尿器科小手術の経験、救急外来での泌尿器科処置の実際などを通して、泌尿器科の真髄の一端に触れてもら
いgeneral	doctor を目指す研修医を広くサポートします。
　泌尿器科後期研修は、泌尿器科に興味ある研修医にさらなる飛躍の場を提供します。膀胱癌に対する膀胱全
摘術、腎癌に対する腹腔鏡下腎摘出術など泌尿器科大手術に積極的に参加して頂きます。そのためには北大病
院泌尿器科での手術見学もアレンジします。
　前立腺肥大症に対するTUR-Pなどの経尿道的手術の習得を一つの目標とし、泌尿器外科医としての第一歩
を踏み出して頂きます。他施設での透析療法の研修も希望により提供できます。
また、当院は日本泌尿器科学会専門医関連教育施設であり、学会発表の機会や論文作成の指導も十分可能です。

★麻酔科★
　当院麻酔科では周術期とくに手術中の患者さん管理を主体に、外科、形成外科、耳鼻咽喉科、整形外科、婦人科、
泌尿器科、眼科の手術を、年間約2,700例を担当しています。
　初期研修では、静脈路確保、気管内挿管を主体として、全身麻酔管理および救命救急処置の習得を目指します。
２年目では、脊椎麻酔や硬膜外麻酔、神経ブロックも習得できるように指導します。
後期研修では初期研修と比較して、より専門的で高度な技術と知識を習得出来るよう配慮し、外科系ローテー
ションの一環として３ヶ月間単位の研修を予定しています。
　常勤医は４名で全員麻酔専門医および麻酔指導医の資格を有しています。当院における麻酔は、硬膜外麻酔
の併用が多いのと、全静脈麻酔（ＴＩＶＡ）の占める割合が高いのが特徴ですが、いずれも最先端の手法で質
の高い医療の実践を心掛けています。また、挿管困難症例に対応すべく、各種の挿管グッズを取り揃えています。
　外科系各科で協同して研修医を育成するのが本院の特徴です。斗南で外科系ローテーション研修を体験して
みませんか！！
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★放射線診断科★
　放射線診断科は主にCT、MRIの画像診断を行いその情報を各診療科の担当医に提供することで的確な診断、
治療をサポートし、病院全体の医療レベルの向上に寄与する。また、画像誘導下の低侵襲治療（インターベンショ
ナルラジオロジー、IVR）によって低侵襲血管内治療、経皮的直達治療、US、CT、MRIガイドの生検など種々
の病変の治療、侵襲的検査を行う。
１）画像診断
　診断レポートを作成し診断と治療に必要な詳細な画像情報を提供することで主治医の正確な診断と治療法の
選択をサポートする。また、院内の各種カンファレンスにおいて各科の医師の疑問に答え、画像診断の限界や
他の画像診断の可能性などを提言する。
　臨床研修では指導医の下でレポーティングシステムを使ってCT、MRIのレポートを作成し、基本的な疾患
の正確な	読影を通じて疾病を深く理解する。同時に最新の画像診断の限界、画像診断の今後の展望などを学ぶ。
２）IVR（インターベンショナルラジオロジー）
　血管系 IVRは腫瘍、血管奇形、出血などの動脈塞栓術、狭窄・閉塞した血管の血管形成術、深部静脈血栓症
のフィルター留置、門脈圧亢進症の静脈瘤塞栓術など多岐にわたる。
　非血管系 IVRは主に腫瘍のアブレーション（ラジオ波焼灼術RFA、凍結治療）、各種ドレナージおよびUS、
CT、MRIガイド下生検である。ラジオ波焼灼術は肺癌、肝癌、腎癌をUSまたはCTガイドでニードルを直接
穿刺して焼灼する。凍結治療は主にMRIガイドで腎癌に直接凍結針を穿刺して治療する、極めてユニークかつ
低侵襲な治療法だが、道内では当院でしか経験できない治療法である。
　血管系、非血管系 IVRとも適応基準、禁忌、有効性と合併症について学び、ICの取得を行う。また、実施に
際して、患者と術者の被爆低減の基本を学習し、X線透視、画像ガイドの正しい方法を習得する。
　Ⅰ　血管系 IVR
　Seldinger 法による動脈穿刺、基本的なカテーテル操作法を習得する。
　習熟度、期間によっては以下の項目も研修可能である。
　　１	胸腹部、骨盤内、四肢の主要血管の選択的造影。
　　２　症例によってはマイクロカテーテルによる超選択的造影、塞栓術。
　
　Ⅱ非血管系 IVR
　　１　超音波ガイドによる病変の直接穿刺技術の習得。
　　２　基本的なドレナージ技術の習得とチューブ管理。
　　３　超音波およびCTガイド生検法の習得。
　　４　RFA、凍結治療の基本を習得。
　IVRに関しては全国的な IVRの研究グループで国内外の多施設共同研究を行い、世界に向けて情報を発信し
ている Japan	Interventional	Radiology	Study	Group	(JIVROSG)の参加施設であり、最先端臨床研究の一
翼を担っている。研修中は研究に参加し、研究法や結果の解析についても学ぶ。
　研修中は画像診断、IVRとも可能な限り多くの学会、研究会に参加し、幅広い知識と技術の習得に努める。

★病理診断科★
　病理診断科は内科・外科をはじめとする全科からの全ての臓器・患者を対象としてとして様々な疾患の確定
診断を行います。具体的には組織診および細胞診・切り出し・術中迅速診断・病理解剖（剖検）を行っています。
　当科の研修では各科の手術検体の切り出し・鏡検を行い実際に病理診断レポートの作成を行います。当院で
は胃・大腸・食道・肝胆膵の手術症例・消化管ESD症例が豊富でこれらの病理診断の研修は病理専攻を希望
される先生方だけではなく将来消化器内科・外科を目指す先生方にも特におすすめです。
　病理診断科では病理専門医2名、検査技師3名（うち細胞検査士3名）、その他の技術職員1名の計６名体
制で標本作製、診断業務を行っています。
　平成29年度の業務実績は以下の通りです。
　組織診約6300件、うち迅速診断	約120件、細胞診約4000件、病理解剖約１件
　病理診断科では、院内カンファレンス、院内・院外合同症例検討カンファレンスを定期的に行っています。
病理診断科での研修で得た技術と知識は他の診療科での医療にも必ず役に立つと思います。
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☆４月☆
★4/17(月)	外傷性救急疾患への対応～整形外科的疾患を中心に～(整形外科	大灘 )★ 4/24(月)	医療者が知って
おくべきPRT検査の知識～その説明、正しいですか？～（セントラルCIクリニック	塚本）★4/28(金 )CVカテーテル
研修会『エコー下穿刺の基礎知識』（放射線診断科	清水）、『ＣＶポートの作成・手順について』(腫瘍内科	辻 )、『皮切・
縫合について』(形成外科	蕨 )

☆５月☆
★5/1(月)	エコー下穿刺ハンズオンセミナー（ＣＶ委員会・医療安全管理委員会）★5/12(金 )	学術講演会～チーム
で学ぶ循環器疾患の最近の話題から～★5/13(土 )	AHA	Basic	Life	Support	(BLS)講習会（医療安全管理委員会）
★5/18(木 )	磁石圧迫吻合術（山内法）について（国際医療福祉大学病院	放射線科	山内栄五郎)★5/22(月)	縫合
･結紮講習会（形成外科/外科）★5/24(水 )グラム染色の意義と実際の手技（医療関連感染対策管理室）

☆６月☆
★6/2(金 )研修会　Part.1・放射線防護について（放射線診断科	作原）・CTルートキープに関する注意事項（放射
線部	五十嵐）★6/7(水 )	化学療法勉強会　テーマ：免疫チェックポイント阻害薬の作用機序と副作用対策（腫瘍内
科	辻）★6/12(月)	研修会　Part.2・造影剤副作用について（放射線診断科	清水）・MRIの事故防止策を学ぶ(放射
線部	平井）★6/28(水 )病理診断のオリエンテーション　検体の提出および依頼書の書き方・報告書のよみ方（病理
診断科・武田(広 )）

☆7月☆
★7/3(月)	外来診療の心得・一般内科編「外来事始めと、『風邪を診る』（リウマチ・膠原病内科	天崎）★7/5(水 )
クリニカルパス研修会（クリニカルパス委員会）★7/13(水)～14日(金)	シミュレーションラボセンターによる出張シミュ
レーション講座（KKRシミュレーションラボセンター）★7/21(金 )心電図の見方～胸痛を中心に～(循環器内科	松井
裕)★7/24(月)胸痛について(循環器内科	西野)★7/25(火)当院のホームページを最大限に有効活用する方法	(芳
川	充 )★7/26(水 )医療倫理について・ＤＮＡＲについて・輸血拒否患者（佐々木総合法律事務所	佐々木泉顕弁護士）

☆８月☆
★8/2(水 )「Type		&	Screenとは？」～輸血発注から実際に輸血するまでの時間～	(検査部	栗本 )★8/7(月)「チー
ム医療」最前線！～近森病院見学報告会（病院長）

☆９月☆
★9/12(火 )脳神経外科について（第1弾）★9/27(水 )認知症について（札幌西円山病院副部長	三浦直子）

平成29年度研修医教育関連イベント開催状況
appendix
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このほか院外でも、講演会、研究会など多数開催しています

☆10月☆
★10/4（水）脳神経外科について（第2弾）★10/6（金）ＯＰ室使用等についての説明（手術室・ＩＣＵ	成澤）
★10/10（火）輸液の基本的な考え方（リウマチ・膠原病内科	天崎）★10/11( 水 )	脳神経外科について（第3
弾）★10/11(水 )	【web講演会】手術室における感染対策最新情報フォーラム（浜松医療センター	矢野邦夫）★
10/16（月）	第66回共済医学会予行会★10/18(水 )	ＨＩＶ/ＡＩＤＳ基礎知識と患者への対応(北海道大学病院
ＨＩＶ相談室 )★10/20（金）医療安全管理委員会報告会「患者誤認を防ぐための取り組み」（患者誤認ＷＧ）★
10/23（月）インフルエンザ（リウマチ・膠原病科	松井和生）★10/25（水）補助循環勉強会（臨床工学技士	大山）

☆11月☆
★11/1（水）院内クリニカルパス大会（クリニカルパス委員会）★11/9（木）二木会特別講演会（消化器病セン
ター）★11/18(土 )	北海道ＥＳＤライブ（消化器内科）★11/22(水 )	急変に遭遇したら…（救急看護認定看護師・
ICLSインストラクター	佐藤環さん）★11/24(金 )	インスリンについて（糖尿病・内分泌内科	木島、薬剤部	大音師）
★11/29（水）平成29年褥瘡研究発表会（瘡対策委員会）★11/30（木）	職場のメンタルヘルス～どのように予
防し、どのように対応するか～（桑園メンタルクリニック院長	高橋義人）

☆12月☆
★12/12（火）IVR治療についての講演会	血管塞栓物質基礎知識（放射線診断科	作原）特別講演「内臓動脈瘤
の適正かつ安全なコイル塞栓術」（慶応義塾大学病院放射線診断科	井上政則）★12/13（水）ICU	IABP勉強会
★12/20（水）ノロウイルス胃腸炎・インフルエンザの集団感染を予防しよう!!（医療関連感染対策管理室）

☆１月☆
★1/5(水 )	死亡診断書の書き方（腫瘍内科	岡村直香）★1/17(水 )	「肝の画像診断（第一部）”インーフェイズ /
アウトーオブーフェイズ ”		“Gd-EOB”って何？（放射線診断科	作原祐介）★1/24（水）	1)尿道カテーテルの入れ方、
　2)基本と実践、ロボット支援前立腺全摘術の実際（泌尿器科	町野倫太郎、秋野文臣）

☆２月☆
★2/13(火 )	高度急性期病院として生き残るために!!	～地域医療構想、医療費改定の中で（病院）★2/16( 金 )	
【感染対策WEB研修会】感染制御におけるピットフォール（九州大学病院検査副臨床検査技師長	清祐麻紀子先生、
兵庫医科大医学病院薬剤部	高橋佳子先生

☆３月☆
★3/2(金 )	斗南病院臨床病理カンファレンス(CPC)	喉頭癌・直腸癌再発に対して化学療法を施行した一例
★3/5(月)	急変時シミュレーション大会（医療安全管理委員会）★3/10(土 )	ACLS講習会（医療安全管理委員
会 /シミュレーションラボセンター）★3/16(金 )	「腹痛について」（消化器内科	庵原秀之）★3/19(月)	生体豚の
肺を用いた人工呼吸の勉強会（臨床工学部）★3/26(月 )	手術用手袋に関する最新の話題（手術室、ICT、医療
安全対策委員会）★3/26(月)	肝腫瘤性病変の画像診断　CT･MRを中心に（第二部）（放射線診断科	作原祐介）
★3/28(水 )	診療報酬改定院内説明会（医療費請求委員会）




