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第１章 北里大学メディカルセンターの基本理念
北里大学メディカルセンターは、北里柴三郎の創立した北里研究所創立７５周年事業として、埼玉
県北本市に平成元年に開設した。埼玉県中央部の地域中核病院として高い専門性と幅広い視点に立っ
た総合的医療を提供している。
病院理念としては、以下の５項目を掲げている。
１ わたくしたちは北里柴三郎博士の実学の精神を尊び、真心をもって皆様に接します。
２ わたくしたちは皆様の権利とプライバシーを尊重し、健康な生活に資するため、予防医学、医
療を行います。
３ わたくしたちは医療に従事する者として常に研鑽に励み、良質で高度な先進医療を実践します。
４ わたくしたちは医療の安全を徹底して追求し、信頼される病院を目指します。
５ わたくしたちは地域の中核病院として、近隣医療機関との連携を図り、地域医療の向上に努め
ます。
また、県立自然観察公園が隣接し自然環境にも恵まれ、病院内に常設してある３００数点の絵画と
ともに、緑豊かな自然と絵のある病院として療養環境に恵まれた病院である。

第２章 北里大学メディカルセンターの医療機能
１ 総合診療機能
標榜科は２７科を有し、高度診療機器を装備する急性期医療を担う病院として埼玉県中央診療
圏北部地域の中核病院となっている。更にリハビリテーション部門、医療福祉支援部門など患者
の家庭、社会への復帰支援を積極的に進めている。また、健康管理センターでの予防医学の推進、
治験管理室での新薬開発への参加なども積極的に進めている。
２ 救急医療の充実、災害拠点病院
開院当初から２次救急告示病院として救急患者を積極的に受け入れてきた。平成１４年５月新
病棟に救急センタ－及びＩＣＵ（６床）を開設し、更なる救急患者の受け入れに貢献している。
平成９年には、埼玉県災害拠点病院の指定を受け、新病棟には県内唯一の屋上ヘリポートを設
置し災害時の救急搬送に応需するべく態勢を備えた。また、災害医療に係る医療従事者の訓練・
研修も行っている。
平成２６年には埼玉ＤＭＡＴ指定病院の指定を受けた。埼玉県は埼玉ＤＭＡＴと防災航空隊・
機動救助隊と連携した「埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）
」が災害時に活動を行うため、
当院は「埼玉ＳＭＡＲＴ」の一員としても活動を行うべく体制を整えている。
３ 地域医療支援病院
平成１５年７月に埼玉県及び地元北足立郡市医師会の協力の下、埼玉県で 4 番目の地域医療支
援病院に認可された。
地域医療支援病院は病・診、病・病連携機能を充実させ、病院の診療機能を開放し地域医師会、
行政とともに地域住民の医療に貢献するものである。病院でのカンファレンスを開放し、地域看
護師、介護士を対象とした研修会も定期的に開催している。
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４ 教育・研究機能
医師の初期臨床研修のみならず、卒後３年以降の教育施設として主に北里大学、慶應義塾大学、
自治医科大学からの医師（後期研修医）の受け入れを行っている。
また、隣接する北里大学看護専門学校をはじめとした北里大学（看護学部、薬学部、医療衛生
学部）、埼玉医科大学、女子栄養大学、群馬大学などの臨床実習施設として広く実習を受け入れ、
将来の看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、臨床放射線技師、臨床検査技師の育成に努めてい
る。
付設のバイオメディカルラボラトリーでは免疫、遺伝子関連研究設備を設置し、医師のみなら
ず専門職員の研究を補助し、関連企業との共同研究も進行中である。

第３章 北里大学メディカルセンター概要
１ 沿革
平成元年 ４月 北里研究所創立 75 周年記念事業の一環として北里研究所メディカルセンタ
ー病院を開設（一般病床：２００床）
６年 ５月 許可病床５０床増床 一般病床：２５０床
７年 ４月 許可病床５０床増床 一般病床：３００床
９年 ４月 災害拠点病院指定
９年 ９月 許可病床５０床増床 一般病床：３５０床
１４年 ４月 許可病床９０床増床 一般病床：４４０床
１４年 ５月 新棟オープン：救急センター、ＩＣＵ・ＨＣＵ開設
１５年 ７月 地域医療支援病院承認
２０年 ４月 学校法人北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院と改名
２０年１０月 許可病床６０床返還 一般病床：３８０床
２１年 ３月 病院機能評価（ver５．０）取得
２１年 ４月 ＤＰＣ病院
２２年 ４月 許可病床８床返還 一般病床：３７２床
２５年 １月 北里大学メディカルセンターに名称変更
２５年 ８月 病院機能評価（ver６．０）へ更新
３０年 ６月 病院機能評価（３rdG：ver１．１）へ更新
２ 病床数
総数１０病棟 ３７２床
３ 診療科（２７科）
内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、リ
ウマチ・膠原病内科、精神科、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、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科
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４ 教育研修施設の指定
・日本内科学会認定医制度教育関連施設
・日本神経学会専門医制度准教育施設
・日本精神神経学会専門医制度研修施設
・日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設
・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
・日本リウマチ学会教育施設
・日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設
・日本肝臓学会認定施設
・日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院
・日本糖尿病学会認定教育施設
・日本内分泌学会認定教育施設
・日本腎臓学会研修施設
・日本透析医学会教育関連施設
・日本外科学会外科専門医制度修練施設
・日本乳癌学会関連施設
・日本消化器外科学会専門医制度専門医修練施設
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
・日本形成外科学会教育関連施設
・日本手外科学会認定研修施設
・日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
・日本小児科学会小児科専門医制度研修施設
・日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設
・日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設
・日本周産期・新生児医学会

母体・胎児認定補完施設

・日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
・日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設
・日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設
・母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する実施施設
・日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医認定研修施設
・日本麻酔科学会麻酔科認定病院
・日本がん治療認定医機構認定研修施設
・日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼働施設
・日本眼科学会専門医制度研修施設
・日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度研修施設
・日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
・日本高血圧学会専門医認定施設
・日本消化器病学会専門医制度認定施設

4

・日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設
・日本医学放射線学会放射線科専門医制度放射線科専門医修練機関
・日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医修練施設
・日本放射線腫瘍学会認定施設
・日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設
・日本医療薬学会認定がん専門薬剤師制度研修施設
・日本医療薬学会認定薬物療法専門薬剤師制度研修施設
・日帰り人間ドック実施施設

５ 医療機関指定
・国保療養取扱機関
・救急指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・生活保護法指定医療機関
・結核予防法指定医療機関（適正医療）
・指定自立支援医療機関（育成医療・更正医療）
・指定自立支援医療機関（精神通院医療）
・母子保健法指定医療機関（養育医療）
・原爆医療法指定医療機関（一般疾病医療）
・特定疾患認定医医療機関
・難病医療費助成指定医療機関
・小児慢性特定疾患認定医療機関
・母体保護法指定医療機関
・母体保護法指定医研修機関
・地域医療支援病院

第４章 プログラムの名称と特色
１ プログラムの名称
北里大学メディカルセンター臨床研修プログラム
２ 臨床研修の目標
診療における基本的知識と技能を修得し、患者とその家族、医療スタッフとの人間関係の形成
手段と医師として必要な態度を修得する。
３ プログラムの特色
（１）臨床研修医が初期の２年間に習得する必要のある「臨床研修の到達目標」を満足させると
同時に、別に定める各科臨床研修の到達目標を定め、研修医による達成自己評価と指導医
による指導医評価によって、より適切な研修が受けられるように配慮している。また、研
修医の定員を少数にすることにより、より密な上級医からの指導を受けることを可能とし
ている。
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（２）専門分化した医療技術の習得前に、医師として全人的な初期治療のできる優秀な臨床医を
育成することを目標としている。特に地域医療を中心としたプライマリケアに重点を置き、
将来の専攻科にかかわらず救急疾患に対処できるような医師を育てることを目標としてい
る。また、学校法人北里研究所の大きな取り組みの一つであるチーム医療教育ができるプ
ログラムを作成した。
（３）初期 1 年目から 2 年目の前半にかけて必修科目（内科、麻酔科、救急、外科、産婦人科、
小児科、精神科）を研修し、2 年目下半期に地域医療研修を必修とした。2 年目は将来の専
攻科を考慮し、北里大学病院・北里研究所病院・東京ベイ浦安市川医療センターから研修
科を選択し、その内容も研修医各自の自由選択を可能とした。
４ 臨床研修病院群
【基幹型相当大学病院】
北里大学メディカルセンター

研修実施責任者 坂東 由紀
プログラム責任者 長場 泰

内科（脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、
リウマチ・膠原病内科）
、精神科、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、麻酔科、救急科、病理診断科
【協力型相当大学病院】
北里大学病院（研修期間：最大 24 週）
研修実施責任者 岩村 正嗣
（内 科 、精 神 神 経 科 、外 科 、小 児 科 、産 婦 人 科 、消 化 器 内 科 、内 分 泌 代 謝 内 科 、循 環
器 内 科 、腎 臓 内 科 、血 液 内 科 、脳 神 経 内 科 、膠 原 病・感 染 内 科 、呼 吸 器 内 科 、精 神
神 経 科 、皮 膚 科 、外 科 、呼 吸 器 外 科 、心 臓 血 管 外 科 、脳 神 経 外 科 、整 形 外 科 、形 成
外科・美容外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、眼科、小児科、産婦人科、
放 射 線 治 療 科 、放 射 線 診 断 科 、麻 酔 科 、病 院 病 理 部 、救 命 救 急・災 害 医 療 セ ン タ ー ）
北里大学北里研究所病院（研修期間：最大 24 週）
研修実施責任者 渡邊 昌彦
（内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、放射線科、形成外
科、小児科、
）
【協力型臨床研修病院】
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会鴻巣病院（精神科）
（研修期間：最大 24 週）
研修実施責任者 關 紳一
東京ベイ・浦安市川医療センター（救急科）
（研修期間：最大 24 週）
研修実施責任者 沼田 賢治
【研修協力施設】
サンビレッジクリニック鴻巣（地域医療）
研修実施責任者 山口

修二

医療法人智正会 渡辺医院（地域医療）
研修実施責任者 渡辺

正敏
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春日部在宅診療所ウエルネス（地域医療）
研修実施責任者 笹岡

大史

第５章 研修管理運営体制
１ 研修管理委員会
研修管理委員会は施設内で実施する臨床研修おいて、研修プログラムの作成、研修プログラム
相互間の調整、研修医の管理、研修医の採用・中断・修了の際の評価など臨床研修実施の統括、
管理を行う。
研修管理委員会の構成、責務、業務内容等は別に研修管理委員会内規で定める。
（１）管理者
北里大学メディカルセンター病院長
（２）事務部門の責任者
北里大学メディカルセンター事務部長
（３）プログラム責任者
臨床研修センター長
（４）研修実施責任者
北里大学メディカルセンター病院長
協力型大学病院の研修実施責任者
臨床研修協力施設の研修実施責任者
（５）当該臨床研修病院及び臨床研修協力施設以外に所属する医師、有識者等
当院管理者から推薦されたもの
２ 研修プログラム委員会
研修プログラム委員会は、研修プログラムの原案作成および実施の管理並びに研修医に対する
助言、指導その他の援助を行い、研修期間の終了時には臨床研修の目標の達成状況を研修管理委
員会に報告する。
研修プログラム委員会の責務、業務、構成は別に研修プログラム委員会内規で定める。

第６章 プログラム内容
１ 研修プログラム教育課程
（１）臨床研修プログラムの構成
１年次 内科２４週以上（一般外来含む） 救急部門１２週以上 外科 ４週以上
２年次 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
臨床研修協力施設での研修は最大３０週
（２）研修期間は２年間とする。
（３）感染対策、予防医療、虐待への対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンスケアプランニ
ング、CPC、チーム医療への参加等を積極的に実施する。
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（４）プログラムの概要
１年次 内科から始まり各専門領域をローテーションする。基本的手技の取得と診断及び治療
を研修する。一般外来研修は内科研修中に行い、症候・病態について適切な臨床推論
プロセスを経て解決に導き、特定の新関東の偏りがないよう初期治療を学ぶ。麻酔科
研修は全身管理を研修しながら、チーム医療実践のためのコミュニケーション能力を
養う。
選択科は以下の中から選択する。
内科（脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌・代謝
内科、リウマチ・膠原病内科）、精神科、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、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科
1

5

9

11
内

17

21

25

29

科

37

救急部門

(一般外来研修も含む)
２年次

33

41

45

選択科

49
外
科

地域の病院・診療所などを後方支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携
を目的に創設された地域医療支援病院の趣旨に沿い、その役割を理解し地域の疾病動
向を勘案しながら地域医療全体のレベルアップの向上に向け研修する。また災害拠点
病院として、初期救急医療の研修と、傷病者受け入れ及び搬出を行う広域搬送への対
応も研修する。
1

5

9

選択科

11

17

21

小児

産婦

精神

科

人科

科

25

29

33

37

41

45

選択科

49
地域
医療

・選択科（臨床研修協力施設）は、北里大学病院、北里研究所病院、東京ベイ・浦
安市川医療センター、埼玉県済生会鴻巣病院より選択する。
・精神科は、北里大学病院及び埼玉県済生会鴻巣病院にて研修を行う。
・地域医療研修は、サンビレッジクリニック鴻巣、渡辺医院、春日部在宅診療所ウ
エルネスにて行う。

２ 研修・教育に関する行事
（１）研修医は研修開始時に行われる研修オリエンテーションを必ず受けなければならない
（２）研修医は臨床研修センター長が指示する、研修病院で開催される教育に関する行事には全
て参加する。
ア

病院内情報システムに関する研修

イ

医療保険に関する研修

ウ

新入職員フォローアップ研修

エ

医療安全に関する講習会、研究会など

オ

病院ＣＰＣ（臨床病理カンファレンス）
※受け持ち症例については症例発表並びに報告書を作成する。
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カ

学会発表など

キ

その他

３ 研修の評価
（１）研修医は研修評価システムにて自己評価する
（２）指導医は研修評価システムの研修医の自己評価結果を点検し、到達目標不足などの場合に
は「研修プログラム委員会」に報告する
また、研修医評価票（様式 18～20）を用いて到達目標の達成度を評価する。
（３）医師以外の医療職は研修医が分野ごとの研修修了の際に、研修医評価票（様式 18～20）を
用いて到達目標の達成度を評価する。
（４）到達目標の達成度・研修の評価について、研修プログラム委員会並びに研修管理委員会に
て各研修医に対して形成的評価を行い、研修医にフィードバックする。

第７章 研修プログラムの修了
１ 研修評価システムによる到達目標の達成確認、研修医・指導医・医師以外の医療職による評価
に基づき、研修管理委員会にて最終評価を行う。
２ 研修管理委員会の最終評価を基に、病院管理者が臨床研修修了証を発行する。
３ プログラム修了後は新専門医制度での研修に進む。北里大学関連以外の医療機関等への就職を
希望するものには、研修管理委員会から推薦状等を発行する。

第８章 研修医の募集、採用方法
１ 研修医の定員

８人

２ 募 集 方 法

公募

３ 公募必要書類

履歴書、卒業（見込み）証明書、成績証明書、健康診断書、自薦書

４ 選 考 方 法

筆記・面接試験

５ 募集、選考次期

当該年７月頃

６ マッチングの利用 有り

第９章 研修医の処遇、身分等
１ 身 分 常勤研修医
２ 給 与 １年次 月額 280,000 円
奨励金 １年次 200,000 円

２年次 月額 290,000 円
２年次 400,000 円

※奨励金については変動あり
手

当 時間外手当、住宅手当、宿日直手当、救急手当等は別途支給。

３ 勤務時間
（１）１週実働３８時間、１日の勤務時間は７.５時間とする。（休憩６０分）
（２）研修時間は 午前８時３０分から午後５時００分までとする。ただし科によって異なる。
（３）期間中は日直、当直業務に従事する。
（当直回数 ４回／月程度）
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当直は週１回を限度とし、翌日は原則退勤する。
日直または日曜日の当直は月１回を限度とする。
（４）以下に該当する場合について、研修診療部長が認めた場合に超過勤務手当等を支給する。
ただし、自己のための勉強、研究、図書閲覧等については対象としない。
①平日午後５時以降、土曜日（第１・３・５）午後０時３０分以降の診療業務
②日直以外の休日業務（出張含む）
４ 休 暇
年次有給休暇 １年次 １２日 ２年次 １６日
※その他特別休暇等は就業規則に準ずる
５ 研修医の宿舎 有り（病院敷地内と隣接：月額 22,000 円）
（１）住宅手当 12,000 円支給（自己負担：月額 10,000 円）
（２）研修医の病院内の個室 共同研修室あり
（３）図書施設、院内でのＩＴ機器利用可能。
６ 社会保険等
（１）公的医療保険 私学共済保険
（２）公的年金保険 私学共済年金
（３）労災補償保険の適応 有り
（４）雇用保険 有り
７ 健康管理 健康診断を年１回実施
８ 医師賠償責任保険 病院において加入しているが、個人でも強制加入。
９ 外部の研修活動に関する処遇
学会・外部講習会等への参加は可能、参加費・旅費等の支給制度有り
１０ その他
研修期間中は診療アルバイトを禁止する。
※臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなけれ
ばならない。
（医師法第１６条の３）

第１０章 事務局
〒364-8501 埼玉県北本市荒井 6－100
北里大学メディカルセンター
TEL 048－593-1212
FAX 048－593-1239
研修責任者 長場 泰

臨床研修センター長

事務責任者 松田 信孝 事務部長
事務局

人事課 人事・教育研修係

北里大学メディカルセンター ホームページ
http://www.kitasato-u.ac.jp/kmc-hp/
２０２０年４月１日 作成
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内科初期臨床研修プログラム
特

色

内科学は臨床医学の原点である。患者さんの訴えを聞き全身にわたる適切な診察により、診断の
糸口を見つけ治療法を探求していく学問である。北里大学メディカルセンターでは、数多くの臨
床例を通じて、臨床医に必要な診察法、論理的な診断の手順と治療法を学ぶ。
研修医は入院患者を中心に、上級医の指導の下臨床の基礎を学ぶ。また、救急搬送患者は全
例上級医とともに初療にあたる。また、内科では外来研修を行う。
一般目標
臨床医学の基本である聞く、見る、診察する姿勢を身に着け、患者さんの問題点を明らかにし診断、治
療に結びつける糸口を見つけ、患者さんとともに解決していく技術、姿勢を身に着ける。下記の行動目標
を理解、実践し経験すべき診察法、検査、手技を獲得することを目標とする。特にチーム医療の意味をよ
く理解、実践しよりよい臨床医の基本をみにつける。

行動目標
（１）患者ー医師関係
1） 患者・家族の希望を身体、心理、社会面から把握できる
2） 医師、患者・家族が納得できる医療のためのインフォームドコンセントが実施できる
3） 守秘義務を果し、プライバシーへの配慮ができる
（２）チーム医療
1） 指導医、専門医に適切なコンサルテーションができる
2） 医師および他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる
3） 同僚、後輩へ教育的配慮ができる
4） 患者の転入、転出に当たり情報を交換ができる
5） 他の医療機関等とコミュニケーションがとれる
（３）問題対応能力
1） EBMを理解し情報を収集、理解し適応を判断できる
2） 自己および第三者評価をふまえた問題対応能力の改善ができる
３） 臨床研究の意義を理解し、研究.学会活動に関心を持つ
４） 生涯にわたり基本的診療能力向上に努める
（４）安全管理
1） 医療行為を行う際の安全確認を理解し、実施できる
2） 医療事故防止のマニュアルにそって行動できる
3） ヒヤリ・ハット報告を自らできる
4） 院内感染対策を理解し、実施できる
（５）症例提示
1） 症例提示と討論ができる
2） カンファレンスや学術集会に参加し自ら意見を述べることができる
（６）医療の社会性
1） 保健医療法規・制度を理解する
2） 医療保険制度・公費負担医療を理解し適切に診療できる
3） 医の倫理、生命倫理について理解し、行動できる
4） 医療に伴う健康被害の発生防止を理解し、行動できる

研修内容
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。また、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、
日常診療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。

Ａ 経験すべき診察法・検査・手技
（１）医療面接
1） 医療面接の意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付ける
2） 患者の病歴聴取と記録ができる
3） 患者・家族への適切な指示、指導ができる
（２）基本的な身体診察法
1） 全身の診察を系統的にできる
2） バイタルサインの異常を的確に判断できる
3） 皮膚所見、表在リンパ節の触診ができ、記載できる
4） 精神状態の把握ができ、専門医へのコンサルトができる
5） 眼球、眼底、口腔内、鼻腔、外耳道、甲状腺の診察、記載ができる
6） 心音の異常が聴取でき、記載できる
7） 呼吸音が聴取、胸部の打診ができ、記載できる
8） 腹部の触診、聴診ができ、直腸診ができ、記載できる
9） 主な関節、筋、骨の診察ができ、記載できる
10） 神経学的な診察ができ、記載できる
（３）基本的な臨床検査
A 自ら検査し結果の解釈ができる
1） 血液型判定・交差試験
2） 心電図（12誘導）
3） 動脈血ガス分析、採取を含む
4） 血液生化学検査、検体の採取方法
5） 血液生化学検査、自己血糖検査器の使用、患者指導
6） 細菌学的検査。咽頭、痰、尿、血液、膿、浸出物からの採取
7） 細菌学的検査。痰のグラム染色
8） 超音波検査（腹部の基本的な検査を含む）
B．検査を経験し結果の解釈ができる
1） 一般尿検査、尿沈さの鏡検ができる
2） 便検査
3） 血算、白血球分画
4） 肺機能検査
5） 髄液検査。腰椎穿刺を含む
6） 細胞診、病理組織検査（検体の採取法を含む）
7） 内視鏡検査（上部・下部消化管、気管支鏡など）
8） 造影X線（上部消化管の読影）
9） X線CT検査
10） MRI検査
11） 核医学検査
12） 神経生理（脳波など）
（４）基本的手技
1） 気道確保ができる

2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）
11）
12）
13）
14）
15）
16）
17）
18）
19）

人工呼吸ができる（バッグマスクによる）
心マッサージができる
圧迫止血法ができる
包帯法が実施できる
注射法（皮下、筋注、皮内、末梢おとび中心静脈確保）
静脈血、動脈血採取
腰椎穿刺ができる
胸腔、腹腔穿刺ができる
導尿ができる
ドレーン、チューンブ類の管理
胃管の挿入と管理ができる
局所麻酔法ができる
創部の消毒と管理ができる
簡単な切開・排膿ができる
皮膚縫合ができる
軽度の外傷、熱傷の処置ができる
気管挿管ができる
除細動ができる

（５）基本的治療法
１） 入院患者の基本的指導（安静度、食事、入浴など）
２） 薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物療法ができる。
３） 薬剤師が行う服薬指導の指示ができる
４） 輸液療法を理解し、計画、実施できる
５） 輸血の効果と副作用を理解し、患者・家族に説明し実施できる。
（６）医療記録
1） 診療録をPOSに従って記載し、退院サマリーを作成できる
2） 処方箋（オーダリング）、指示箋を作成し、管理できる
3） 診断書、死亡診断書、その他の証明書を作成できる
4） CPCレポートを作成し、症例提示できる
（７）診療計画
1） 入院時診療計画書を作成し、診断、治療法などを説明できる
2） 診療ガイドライン、クリニカルパスを理解し、実施できる
3） 入退院の適応を判断できる
4） 退院時にはQOLを考慮した総合的な管理計画作成に参画する

Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患
必修項目 Ａ：（入院）患者を受け持ち、自ら経験し、症例レポートの提出を要するもの
Ｂ：外来診療または受け持ち入院患者（合併症含む）で自ら経験するもの
１ 頻度の高い症状
１） 全身倦怠感
A ２） 不眠
３） 食欲不振
A ４） 体重減少・体重増加
A ５） るい痩
A ６） 浮腫
A ７） リンパ節腫脹
A ８） 発疹
A ９） 黄疸

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
Ａ
Ａ
A
A
Ａ
A
A
Ａ
A
A
A
A
A
A

10）
11）
12）
13）
14）
15）
16）
17）
18）
19）
20）
21）
22）
23）
24）
25）
26）
27）
28）
29）
30）
31）
32）
33）
34）
35）
36）
37）
38）
39）
40）
41）
42）
43）

発熱
頭痛
めまい
失神
けいれん発作
視力障害・視野狭窄
結膜の充血
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
吐血・喀血
下血・血便
便通異常(下痢、便秘)
腰痛
背部痛
関節痛
歩行障害
四肢のしびれ
運動麻痺・筋力低下
血尿
排尿障害（尿失禁・排尿困難）
尿量異常
もの忘れ
不安・抑うつ
興奮・せん妄
成長・発達の障害

２ 緊急を要する症状・病態
B １） 心停止・呼吸困難
B ２） ショック
B ３） 意識障害
B ４） 脳血管障害
５） 急性呼吸不全
B ６） 急性心不全
B ７） 急性冠症候群
B ８） 急性胃腸炎
B ９） 急性消化管出血
10） 急性腎不全
11） 急性感染症
B 12） 急性中毒

13） 誤飲、誤嚥
３ 経験が求められる疾患・病態
※全疾患のうち７０％以上を経験することが望ましい
（１）血液・造血器・リンパ網内系疾患
Ｂ １） 貧血（鉄欠乏貧血、二次性貧血）
２） 白血病
３） 悪性リンパ腫
４） 出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）
（２）神経系疾患
Ａ １） 脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）
２） 痴呆性疾患
３） 脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫）－救急センター研修に含む－
４） 変性疾患（パーキンソン病）
５） 脳炎・髄膜炎
（３）皮膚系疾患
Ｂ １） 湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）
Ｂ ２） 蕁麻疹
３） 薬疹
Ｂ ４） 皮膚感染症
（４）運動器（筋骨格）系疾患 救急センターでの研修を含む
Ｂ １） 骨折
Ｂ ２） 関節・靱帯の損傷及び障害
Ｂ ３） 骨粗鬆症
Ｂ ４） 脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）
（５）循環器系疾患
Ａ １） 心不全
Ｂ ２） 狭心症、心筋梗塞
３） 心筋症
Ｂ ４） 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）
５） 弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）
Ｂ ６） 動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）
７） 静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫）
Ｂ ８） 高血圧
（６）呼吸器系疾患
Ｂ １） 呼吸不全
Ａ ２） 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）
Ｂ ３） 閉塞性・拘束性肺疾患 （気管支喘息、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患）
４） 肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）
５） 異常呼吸（過換気症候群）
６） 胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）
Ａ ７） 肺癌
（７）消化器系疾患
Ａ １） 食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎）
Ｂ ２） 小腸・大腸疾患（イレウス、大腸癌、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）
Ｂ ３） 胆嚢・胆管疾患（胆石、胆嚢炎、胆管炎）
Ｂ ４） 肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、薬物性肝障害）
５） 膵臓疾患（急性・慢性膵炎）

Ｂ ６） 横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）
（８）腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患
Ａ １） 腎不全（急性・慢性腎不全、透析）
Ｂ ２） 腎盂腎炎
３） 原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群）
４） 全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）
Ｂ ５） 泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症）
（１０）内分泌・栄養・代謝系疾患
１） 視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）
２） 甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）
３） 副腎不全
Ａ ４） 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）
Ｂ ５） 高脂血症
Ｂ ６） 脂質異常症
７） 蛋白および核酸代謝異常（高尿酸血症）
（１１）眼・視覚系疾患
Ｂ １） 屈折異常（近視、遠視、乱視）
Ｂ ２） 角結膜炎
Ｂ ３） 白内障
Ｂ ４） 緑内障
５） 糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化
（１２）耳鼻・咽喉・口腔系疾患
Ｂ １） 中耳炎
２） 急性・慢性副鼻腔炎
Ｂ ３） アレルギー性鼻炎
４） 扁桃の急性・慢性炎症性疾患
５） 外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物
（１３）精神・神経系疾患 精神科での研修を含む
１） 症状精神病
Ａ ２） 痴呆（血管性痴呆を含む）
Ａ ３） 認知症
Ａ ４） うつ病
Ａ ５） 統合失調症
Ａ ６） 依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）と身体障害
７） 不安障害（パニック症候群）
（１４）感染症
Ｂ １） ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎）
Ｂ ２） 細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌、クラミジア)
Ｂ ３） 結核
４） 真菌感染症（カンジダ症）
５） 性感染症
６） 寄生虫疾患
（１５）免疫・アレルギー疾患
１） 全身性エリテマトーデスとその合併症
Ｂ ２） 慢性関節リウマチ
Ｂ ３） アレルギー疾患
（１６）物理・化学的因子による疾患

１） 中毒（アルコール、薬物）
２） アナフィラキシー
３） 環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）
Ｂ ４） 熱傷・外傷（高エネルギー外傷含む）－救急センター研修に含む－
（１7）加齢と老化
Ｂ １） 高齢者の栄養摂取障害
Ｂ ２） 老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡）

Ｃ 特定の医療現場での診療
（１）予防医療
必修項目 予防医療の現場を経験すること（２年次の地域保険、健康管理センター研修を含む）
予防医療の理念を理解し、地域や臨床の場での実践に参画するために、
1） 食事・運動・休養・飲酒・禁煙指導とストレスマネージメントができる。
2） 性感染症予防、家族計画指導を指導できる。
3） 地域・産業・学校保健事業に参画できる。
4） 予防接種を実施できる。
（２）緩和・終末期医療
必修項目 臨終の立ち会いを経験すること
緩和・終末期医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、
1） 心理社会的側面への配慮ができる。
2） 基本的な緩和ケア（ＷＨＯ方式がん疼痛治療法を含む）ができる。
3） 告知をめぐる諸問題への配慮ができる。
4） 死生観・宗教観などへの配慮ができる。

指導体制
１） 研修医は受け持ち医として患者の診療にあたり、上級医および指導医の指導のもと研修を行う。
２） 救急外来に救急患者が来院した場合は、上級医とともに診察にあたる
３） 受持ち患者の検査には原則参加する。

研修スケジュール
月

火
水
木
金
病棟患者管
理、消化管内
午前 総合内科外来
総合内科外来 病棟患者管理 総合内科外来
視鏡、心カテ
等
病棟患者管
病棟患者管
午後 理、内科カン 病棟患者管理 腎内科回診等 病棟患者管理 理、糖尿病教
ファレンス
室等
・日中は外来担当以外は救急患者対応にあたる

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

土
研修等

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

精神科初期臨床研修プログラム
一般目標
精神症状の捉え方の基本を身につけ、精神疾患に対する初期対応と治療の実践を学ぶ。デイケアなどの
社会復帰や地域支援体制を理解し、精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対
応する能力を習得する。

行動目標
医療面接
主な精神症状を把握するための面接ができ、基本的な精神症状の分類を理解し、症例について記
載できる。
医療の社会性
精神保健福祉法、医療保険、精神疾患患者の社会復帰、作業療法、地域支援体制について理解
する。

研修内容
A． 経験すべき診察法、検査、手技
1 基本的診察
精神症状の把握のための面接技術を習得する
2 基本的検査
脳波：異常脳波を見出せるようになる。受け持ち症例の脳

波判読。

画像診断：器質性精神病の鑑別を理解する。
臨床検査：身体疾患に伴う精神症状の鑑別に必要な検査を理解する。
3 治療手技
薬物療法の基礎、代表的な向精神薬の用い方、副作用を理解する。
個人精神療法を理解する。
作業療法、デイケア、家族への指導、地域支援体制などを理解する。
4

医療記録：POSに基づいた診療録の記載ができる。

Ｂ．経験すべき症状、病態、疾患
１） 頻度の高い症状：
症状を有する患者を自ら診療、鑑別診断を行いレポートする。
① 不眠：不眠の原因疾患の鑑別、睡眠薬の用い方、専門医への紹介基準を習得する。
症状を有する患者を経験する
② 不安：不安の原因疾患の鑑別、抗不安薬の用い方、専門医への紹介基準を習得する。
③ 抑うつ：抑うつの原因疾患の鑑別、抗うつ薬・抗不安薬の用い方、専門医への紹介基準を
習得する。
2） 緊急を要する病態：緊急性を要する精神症状の鑑別と医療、法律面の対応を習得する
① 自殺、自傷・他害の恐れのある患者の把握、対処法、専門医への紹介基準を習得する
② 精神保健福祉法に基づく入院の基準を理解する

3） 経験が求められる疾患、病態
入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例報告をする
① 認知症、認知症性疾患：認知症、認知症性疾患の原因鑑別、異常行動に対する向精神薬の
用い方、介護・家族への生活指導などを理解する。
② うつ病：うつ病の原因疾患の鑑別、うつ症状の精神・身体症状の把握、抗うつ薬の用い方、
専門医への紹介基準を習得する。
③ 統合失調症：統合失調症の診断方法を習得する。抗精神病薬の用い方，その他の治療法
を理解する。専門医への紹介基準を習得する。
外来診療または受け持ち入院患者で経験する。
① 症状精神病：症状精神病を来たす疾患を理解する。せん妄状態への薬物療法を習得する。
② アルコール依存症：アルコール依存症に伴う精神・身体症状を理解する。アルコール依存に
対する薬物・行動療法を理解し、専門医への紹介基準を習得する。
③ 不安障害、パニック症候群：不安の原因疾患の鑑別、抗不安薬の用い方、専門医への
紹介基準を習得する。
④ 身体表現性障害、ストレス関連障害：身体表現性障害、ストレス関連障害、心身症の概要と
主な対応を習得する。

指導体制
１） 入院患者の受け持医となり、上級医および指導医の指導下に研修を行う

研修スケジュール
１） 必修科目として4週間、加えて自由選択枠での選択可。
２） 入院診療に関しては北里大学病院、済生会鴻巣病院のいずれかにて研修を行う。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

皮膚科初期臨床研修プログラム
一般目標
皮膚の病変は皮膚だけに限局したものと、多臓器疾患と関連したものがある。皮膚科研修中に皮膚疾患
を通じて広く全身をみる能力を身につける。皮膚疾患を正確に表現、記載し皮膚疾患の検索能力を身に
つける。また、皮膚所見と病理所見の関連を理解する。

行動目標
１） 皮膚病変の正確な記載ができるようになる
２） アレルギー検査（パッチテスト、皮内反応など）を理解し病態の応じて検査できる
３） 免疫学的検査を理解できる
４） 真菌検査ができる
５） 湿疹皮膚炎群（接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎など）、蕁麻疹・紅斑疾患、薬剤アレルギー、
皮膚腫瘍（良性、悪性）、膠原病などを診断、治療することができる
６） 皮膚病理学的所見を理解できるようになる

研修内容
（１）基本的診察、診断（指導医の下に診察を行い、疾患を理解する）
1) 皮膚病変の正確な記載ができるようになる
2) アレルギー検査（パッチテスト、皮内反応など）を理解し病態の応じて検査できる
3) 免疫学的検査を理解できる
4) 真菌検査ができる
5) 湿疹皮膚炎群（接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎など）、蕁麻疹・紅斑疾患、薬剤アレルギー、
皮膚腫瘍（良性、悪性）、膠原病などを診断、治療することができる
６） 皮膚病理学的所見を理解できるようになる
（２）基本的検査、処置（指導医の下に適切に検査を選択、指示し、結果を解釈できる）
1) 皮膚外用剤を適切に選択できる
2) 皮膚生検ができる
3) 皮膚小手術ができるようになる
4) 免疫療法（経口ステロイド剤、免疫抑制剤など）を理解し実施できる
5) 一般内科的治療（上級医、内科医の指導を受ける）
6) 熱傷、アナフィラキシーなどの基本的処置ができる

指導体制
１） 外来診療および入院診療を指導医の監督のもとに行う
２） 入院患者の受持ち医となり指導医とともに入院診療計画を立て、患者・家族に説明する

研修スケジュール
研修期間は将来の専攻科として2年次に選択した場合は、希望に応じて研修委員会で調整する。
研修時間8：30～17：00。緊急患者の診療にあったてはこの限りでない。
外来診療に上級医とともに参加する

手術日（水曜）には受持ち患者の術者又は助手として立ち会う。
※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

放射線科初期臨床研修プログラム
一般目標
CT、MRI、核医学等の画像診断の基礎を習得し、臨床医に基礎的資質として求められる画像診断技術と
診断のために持つべき思考プロセスを学ぶ。

行動目標
（１）基本的診察、診断（指導医の下に診察を行い、疾患を理解する）
1) 画像診断報告書作成を通じて、画像診断技術と思考プロセスを学ぶ
2) 各種検査に参加し、検査の組立と適正利用に関わる事項を学ぶ
3) 放射線被ばくや情報技術に関わる基礎的事項を理解する
4) その他、放射線検査に関わる医療安全や防護の基本を理解する

研修内容
1) CT・MR・核医学検査の一次読影を行う
2) 各種画像検査に参加し、検査実施法や、安全確保等を体験する
3) 放射線被ばくや情報技術等に関わる管理実務に参加する

指導体制
放射線診断専門医２名が交代で指導にあたり、指導領域に基づき適宜評価を担当する。

研修スケジュール
1) 規定のスケジュールに基づいて各種検査を体験・実施する
2) 体験・実施した検査について、上級医師の指導のもとに画像診断報告書の作成を行う
3) 日常の画像診断報告書の作成業務に、希望の領域を選んで参加し、一次読影を実施し、上級医師の指導を受ける
4) 希望に応じて、他の診療科のカンファランスに出席する

※研修医の希望により、北里大学病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

外科初期臨床研修プログラム
特

色

外科の目標は、地域の人々に信頼される病院であることです。そのためには確かな診断力、確か
な技量、そして温かい心をもった外科医を育成することを目標にしています。従来の手術に加え
て内視鏡下手術の進歩などで外科の習得する手技も多種に及んでいますが、診断から治療まで
行えるトータルな医師の育成をめざすものです。
一般目標
手術の適応の決定と手術の基本的手技を取得する。

行動目標
１） 基本的診察、病歴の聴取、記載ができる。
２） 検査計画を立てることができる。
３） 検査結果の読影、解釈ができる。
４） 基本的外科手技が実施できる。
５） 診療において人間性豊かな対応ができる。

研修内容
（１）基本的診察
１） 胸腹部の診察。特に急性腹症の診察、診断。
２） 直腸診、直腸鏡を用いた診察
３） 頭頚部、乳房の診察
４） 表在リンパ節の診察
５） 四肢の動脈、静脈性疾患の診察
（２）基本的検査法Ⅰ（適切に検査を選択・指示し、結果を解釈できる）
１） 血液生化学的検査
２） 血液免疫学的検査
３） 肝機能検査
４） 腎機能検査
５） 肺機能検査
６） 内分泌検査
７） 細菌学検査
８） 薬剤感受性検査
９） 単純Ｘ線検査
１０） 消化管造影Ｘ線検査
１１） ＣＴ・MRI検査
１２） 血管造影
１３） 核医学検査
１４） 超音波検査
１５） 細胞診・病理組織検査
１６） 内視鏡（上部・下部）検査

（３）基本的治療法Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
１） 一般薬の適応と使用
２） 抗生物質の適応と使用
３） 鎮痛剤の適応と使用
４） ステロイド剤の適応と使用
５） 輸液の適応と使用
６） 輸血・血液製剤の適応と使用
７） 中心静脈栄養法
８） 経腸栄養法
９） 呼吸管理
１０） 循環管理
１１） 食事療法
１２） 療養指導
（４）基本的治療法Ⅱ（必要性を判断し、適応を決定できる）
１） 放射線的治療法
２） 抗腫瘍化学療法
３） 医学的リハビリテーション
４） 精神的、心身医学的治療
（５）基本的手技Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
１） 無菌操作
２） 皮膚縫合
３） 糸結び
４） 糸切り
５） 止血
６） 抜糸
７） 胸腔・腹腔穿刺、ドレナージ
（６）基本的手技Ⅱ（必要性を判断し、適応を決定できる）
１） 中心静脈栄養カテーテル挿入
２） カットダウン
（７）手術Ⅰ（手術の適応を判断し、術者として実施できる）
１） 外来小手術
２） 単開腹
３） 虫垂切除術
（８）手術Ⅱ（手術の適応を判断し、手術に参加できる）
１） 鼠径ヘルニア手術
２） 痔核手術
３） 甲状腺手術
４） 乳腺手術
５） 肺切除術
６） 縦隔手術
７） 食道切除術
８） 胃切除術

９） 大腸切除術
１０） 直腸切除術
１１） 人工肛門造設術
１２） 胃腸吻合術
１３） 胆嚢摘出術（開腹）
１４） 胆嚢摘出術（腹腔鏡）
１５） 肝切除術
１６） 膵頭十二指腸切除術

指導体制
研修医は受け持ち医として患者の診療にあたり、上級医および指導医の指導のもと研修を行う。

研修スケジュール
月

火

水

木

金

土

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

ﾁｬｰﾄｶﾝﾌｧ

外来
検査

手術

手術

外来/手術

外来
検査

外来
検査

検査
病棟業務

検査
病棟業務

乳腺外科研修
内科外科
合同カンファ

手術

検査
病棟業務

午前

午後

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

整形外科初期臨床研修プログラム
特

色

一般外傷から救急外傷、変性疾患まで多岐にわたる運動器疾患を経験することが出来る。
保存的治療（投薬、関節穿刺、神経ブロックなどの診断的治療も含む）から、手術療法まで経験出来る。
大学（大学病院）との密な連携もあり科学的探究の経験も可能である。

一般目標
研修医が医師入門の期間として、今後頻回に遭遇する可能性の高い整形外科疾患の診断法、徒手検査法、画像
診断、疾患の病態、治療法へのアプローチなどの基本を学ぶ。

行動目標
目標を達成するために以下の内容は指導医の指導の下に行う
1) 研修医が単独で行ってよいこと
①静脈採血、動脈採血、末梢静脈カテーテル確保、皮内・皮下・筋注、静脈注射、輸血等。
②全身の視診、触診、打診、神経学的診察、運動機能の計測
③関節穿刺、関節注射；初期は上級医の指導下に行い、指導医が技術習得を確認の後、単独施行を許可する。
④内服薬、注射、検査、放射線検査、リハビリテーションのオーダー。指導医の確認サインを要する。
⑤皮膚消毒、包帯交換、創傷処置、外用薬貼付、尿道カテーテル留置
⑥局所浸潤麻酔
⑦抜糸
⑧皮下の止血、皮下膿瘍の切開排膿、皮膚縫合
２） 単独では行ってはいけないこと
①小児の採血、中心静脈路確保
②腰部硬膜外穿刺
③脊髄造影、関節造影、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、神経ブロック
④鋼線牽引、ギプス巻き・カット、副子固定
⑤深部の止血、膿瘍穿刺、切開、排膿、縫合
⑥麻酔薬、抗悪性腫瘍剤の処方、注射オーダー
⑦診断書・証明書・報告書・診療情報提供書など。指導医が確認し、サインをする。
⑧病状説明。指導医あるいは主治医と一緒に行う

研修内容
（１）救急医療
救急疾患、外傷に対応できる基本的診察能力を習得する
１） 多発外傷における重要臓器損傷とその症状を理解する
２） 多発外傷の重症度を判断できる
３） 骨折に伴う全身的、局所症状を理解する
４） 神経・血管・筋腱損傷の診断ができる
５） 脊髄損傷の症状が理解できる
６） 開放骨折の診断と、重症度を判断できる

７） 骨関節感染症の症状が理解できる
（２）慢性疾患
診断に必要な運動器慢性疾患の重要度と特殊性について理解し習得する
１） 関節リウマチ、変形性関節症、脊椎変性疾患、骨粗鬆症、運動器腫瘍の病態を理解する
２） 上記疾患のX線像、MRI、造影検査の解釈ができる
３） 上記疾患の検査、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、四肢のしびれの症状、病態を理解できる
５） 神経ブロック、硬膜外ブロックを指導医のもとで行うことができる
６） 関節造影、脊髄造影を指導医のもとで行うことができる
７） リハビリテーションのオーダーができる
８） 杖、コルセットなどの処方ができる
９） 病歴聴取に際して患者の社会的背景、生活の質を理解できる
10） リハビリテーション、家庭・社会復帰のための協議などコメディカルスタッフと協議、検討できる。
（３）基本手技
運動器疾患の診断と治療を行うための基本手技を習得する
１） 身体計測（ROM、MMT、四肢長、四肢周囲径）ができる
２） X線検査の撮影部位と方向を指示できる
３） 骨・関節の身体所見がとれ、評価できる
４） 神経学的所見が取れる
５） 一般的な外傷の診断、処置ができる
成人の四肢の骨折、脱臼
小児の外傷骨折（肘内障、若木骨折、骨端離開、上腕骨顆上骨折など）
靱帯損傷（膝、足関節）
神経・血管・筋腱損傷
脊椎・脊髄損傷の病態
開放骨折の治療原則の理解
６） 免荷療法、リハビリテーションの指示ができる
７） 清潔操作を理解し、創処置、関節穿刺・注入、小手術、直達牽引ができる
８） 手術の必要性、概要、侵襲性について患者に説明できる
（４）医療記録
運動器疾患に対して理解し、必要事項を記録の正確に記載できる能力を習得する
１） 正確に病歴が記載できる（スポーツ歴、外傷歴などを含む）
２） 身体所見が記載できる（脚長、筋萎縮、変形、ROM、MMT, 神経所見、歩容、ADLなど）
３） 検査結果の記載ができる（画像、血液検査、穿刺液、病理組織など）
４） 症状、経過の記載ができる
５） インフォードコンセントの内容が記載できる
６） 診療情報提供書、他科診療依頼書を書くことができる
７） リハビリテーション、義肢、装具の処方、記載ができる
８） 診断書の種類と内容が理解できる（身体障害認定、労災、各種保険など）

指導体制
１） 研修医は主治医（上級医、指導医）とチームを組んで診療にあたる
２） 日当直研修は、必ず上級医師とペアを組む
３） 救急患者の初期治療には必ず参加する

研修スケジュール

午前

月

火

水

木

金

8：30病棟回診
手術

8：30病棟回診
外来

8：30病棟回診

8：30病棟回診
手術

8：30病棟回診
手術

手術

午後 手術カンファ

病棟カンファ

土
病棟回診

手術

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

形成外科初期臨床研修プログラム
特

色

日常の診療で経験することの多い一般的な形成外科領域疾患を広く研修できる。
地域医療で必要とされる形成外科治療を実践を通して研修できる。

一般目標
患者と信頼関係を築き、医療チームの一員として各スタッフと治療目標を共有して形成外科診療を実践
できることを目標とする。
形成外科で扱う疾患の診察、診断、治療方針を理解し、処置や小手術を行うのに必要な基本的手技を習
得する。
形成外科診療を通して地域医療に貢献できる医師を目指す。

行動目標
外来診療および入院診療を指導医の監督のもとに円滑に行う
入院患者の受持ち医となり、指導医とともに入院診療計画を立て、多職種と連携をとり治療にあたる。
受持ち患者の手術では術者又は助手として指導医のもと診療にあたる。
定期的にカンファレンスに参加し、治療・手術の方針決定に積極的にかかわる。

研修内容
（１）基本的診察、診断；指導医の下に診察を行い、疾患を理解する
1) 皮膚病変の診察・評価ができる
2) 顔面骨骨折の診察ができる
3) 顔面、四肢・体表の先天異常の診察ができる
4) 皮膚、軟部組織の腫瘍性病変の診察ができる
5) 形成外科で扱う外傷（手指・趾の骨折、軟部組織損傷等）の診察ができる
（２）基本的処置、手技；指導医の下に適切に実施できるようにする。
1) 創傷の処置、消毒、デブリードメントなどができる
2) 手指の外傷（皮膚縫合、骨折）の処置ができる
3) 皮膚小手術（腫瘍切除など）ができるようになる
4) 皮膚病変の治療に必要な外用剤、内服薬の理解、処方ができる

指導体制
形成外科専門医（臨床研修医指導医）が指導にあたる。
北里大学医学部形成外科・美容外科と連携をとり、必要に応じカンファレンス参加や手術見学等
を行う。

研修スケジュール
月

火

水

木

金

土

午前

外来

病棟

外来

病棟

病棟

病棟

午後

手術

カンファレンス

外来

手術

手術

上記スケジュールに加え、救急診療は指導医の指示のもと、随時対応する。
※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

脳神経外科初期臨床研修プログラム
一般目標
脳神経外科領域に関連したプライマリーケアと、将来脳神経外科を専攻する場合の研修入門期間として
位置づけ必要な知識と技術を身につける。

行動目標
１） 脳神経外科領域の基本的な診察と基本手技を身につける
２） チーム医療の一員としての役割を理解し行動する
３） 医療面接のスキルの習得医師－患者信頼関係の確立。
４） 問題対応能力の習得。安全管理の理解と実践
５） 診療計画の作成。クリティカルパスの活用。

研修内容
（１）必要とすべき診察、検査・手技
１） 病歴の聴取と全身所見の診察と記載ができる
２） 神経学的所見をとり記載することができ、病巣診断ができる
３） 診断に必要なX線検査、CT・MRI検査、核医学検査、髄液検査などをを必要
に応じて実施でき、解釈できる
４） 外科的な治療が必要か、保存療法か、腫瘍性疾患では化学療法、放射線療法の
判断する能力を習得する
５） 救急患者に対する救急処置が実施できる
術前・術後の管理、特にハイリスク患者への管理法の基礎を習得する
基本的手術手技の習得と実施
・気管切開
・頭蓋穿孔法
・脳室ドレナージ、V-P（V-A)シャント
・頭皮挫創の処置、頭部陥没骨折整復
・慢性硬膜下血腫除去
６） 終末期医療に対する考え方、患者・家族との信頼関係の形成
７） インフォームド・コンセントの考え方実際を身につける
チーム医療を理解しコメディカルスタッフと協力関係を築くことができる
（２）経験すべき症状・病態・疾患
１） 頻度の高い症状
意識障害・痙攣発作
失語症・高次脳機能障害
頭痛・めまい・言語障害・嚥下困難
頭部、顔面、四肢の疼痛・神経痛
視野、視力、眼球運動の障害

頭蓋内圧亢進症状
髄膜刺激症状
四肢の運動障害（単麻痺、対麻痺、四肢麻痺）、歩行障害
感覚障害
膀胱直腸障害
失調、不随意運動
２） 緊急を要する症状・病態
心肺停止。ショック。
脳卒中急性期
頭蓋内圧亢進、脳ヘルニア
全身けいれん、てんかん発作
３） 経験すべき疾患・病態
脳･脊髄血管障害
脳･脊髄腫瘍
脳・脊髄外傷
脊椎変性疾患（脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、OPLLなど）
髄膜炎、脳炎、脳膿瘍
先天奇形、水頭症
機能的疾患（頭痛、神経痛など）
高齢者の認知症、せん妄など（NPHなどの鑑別）

指導体制
脳神経外科学会認定専門医が指導医となり、研修医は受持医として研修する

研修スケジュール
2年次の自由選択研修では、研修医の希望をも基に期間、時期を研修管理で調整する
脳血管障害急性期は脳神経内科と共同で診療に当たる

※研修医の希望により、北里大学病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

泌尿器科初期臨床研修プログラム
一般目標
老人医療に欠かすことのできない泌尿器疾患の診断法や治療法に、腎移植やブラッドアクセスなどの腎
不全治療に欠かせない腎不全外科の基礎知識を追加して習得することにより、プライマリーケアの実際を
さらにきわめることを目標とする。

行動目標
（１）基本的診察、診断（指導医の下に診察を行い、疾患を理解する）
1) 各種尿路疾患の対処法、緊急処置について習得する。
2) 尿失禁の鑑別診断法について尿失禁外来で習得、手術の助手として参加する。
3) 腎不全治療に関連する鑑別診断法の実際。
4) 急性、慢性腎不全患者の管理、血液透析の管理、腹膜透析の管理ができる。
5) 内シャント手術などブラッドアクセス手術や、腹膜透析のためのペリトネアルアクセス手術に主

治医とともに参加する。

研修内容
基本的検査、処置（指導医の下に適切に検査を選択、指示し、結果を解釈できる）
1) 尿路造影検査法の習得。
2) その他各種検査（腹部（腎・膀胱）超音波、経直腸的前立腺超音波）
3) 腹膜透析の管理について主治医の指導のもと腹膜透析外来に参加する。
4) シャント手術などブラッドアクセス手術や、腹膜透析のためのペリトネアルアクセス手術に主治医とともに参加。
5) 内シャントの放射線インターベンション治療の見学。

指導体制
１） 外来診療および入院診療を指導医の監督のもとに行う
2） 入院患者の受持ち医となり指導医とともに入院診療計画を立て、患者・家族に説明する

研修スケジュール
研修期間は将来の専攻科として2年次に選択した場合は、希望に応じて研修委員会で調整する。
研修時間8：30～17：00。緊急患者の診療にあったてはこの限りでない。
外来診療に上級医とともに参加する

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

眼科初期臨床研修プログラム
特

色

様々な専門分野を擁する眼科領域において、ほぼ全分野を網羅し豊富な症例に触れることが出
来る北里大学病院眼科と連携して研修を行う
三次救急を含む高度な眼科医療と、地域診療における眼科医療の両方を学ぶことが出来る
一般目標
１） 日本眼科学会専門医制度カリキュラムに準拠し、研修医ガイドラインに示された眼科臨床に必要な
基本的知識、眼科主要疾患に関する診断・治療技術及び眼科医として必要な基本的態度を学ぶ
２） 北里大学病院の役割である特定機能病院における眼科診療、北里大学メディカルセンターの役割
である眼科地域診療を学ぶ

行動目標
（１）眼科診療に必要な基礎的知識を学ぶ
1) 眼の解剖、組織、発生、病理を学ぶ
2) 眼光学、眼薬理学、生化学を学ぶ
3) 公衆衛生、疫学、医学統計を学ぶ
（２）基本的診察、診断および検査（指導医、視能訓練士の下に行い、疾患を理解する）
1) 視力、視野、眼球運動、両眼視機能、瞳孔、色覚を理解し、検査できる
2) 細隙灯顕微鏡検査、隅角検査、眼圧検査、眼底検査をできるようになる
3) 涙液検査、導涙検査、蛍光眼底造影、電気生理学的検査を理解できるようになる
4) 画像診断（超音波、CT、MRI、光干渉断層画像等）を理解できるようになる
5) 細菌、塗沫標本検査等を理解できるようになる
6) 上記所見を正確にカルテ記載できるようになる
（３）基本的治療、処置（指導医の下に行い、効果を確認する）
1) 基礎的治療手技（点眼、結膜下注射、涙嚢洗浄等）ができるようになる
2) 眼鏡およびコンタクトレンズの処方および装用指導ができるようになる
3) レーザー手術ができるようになる
4) 翼状片手術、手術患者の術前および術後処置等ができるようになる
5) 白内障手術助手、手術患者の術前および術後処置等ができるようになる

研修内容
何らかの止むを得ない事情がある場合を除き、複数週の研修を強く推奨する。研修の最終週を北里大学
メディカルセンターにて行い、それ以外の週を北里大学病院で研修を行う。
北里大学病院では各専門班の外来診療・手術に携わり、眼科診療や手術助手などを経験する。また、定
型的な手術以外の治療目的で入院する、検査入院症例を学習する。
北里大学メディカルセンターでは、眼科地域診療として一般外来診療と入院白内障手術を見学・経験し
学習する。

希望があれば、全研修期間を北里大学病院で行うことも可能である。

指導体制
１） 外来診療・入院診療ともに指導医がつき、解説と指導のもとに診察・治療を経験する
２） 指導医とともに入院患者の受持ち医となり、入院加療や周術期の管理を行う
３） 視能訓練士の指導の下、視力を含めた各種外来検査の方法と原理を学習する

研修スケジュール（北里大学メディカルセンター）
月

火

水

木

金

土

一般外来診療 一般外来診療 一般外来診療 一般外来診療 一般外来診療
（見学と診察） （見学と診察） （見学と診察） （見学と診察） （見学と診察）

なし

手術もしくは外
外来検査・処
外来検査・処
外来検査・処
来検査・処置
手術
午後
置
置
置
（助手・見学と
（見学と助手）
（見学と加療）
（見学と加療）
（見学と加療）
加療）

なし

午前

※ 北里大学病院では連日異なる専門班が外来診療と手術を行っているため、どのような研修経験を積
みたいかの希望によって、研修スケジュールは応相談となる。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

耳鼻咽喉科初期臨床研修プログラム
特

色

卒後、基礎研修中、臨床医として特殊性のある耳鼻咽喉科疾患を理解し日常臨床に反映させること、
および日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度の目標に沿っている。初期研修過程のうち４－４０週の研
修を選択することが可能である。
外来、入院患者を通して耳鼻咽喉科領域の主要疾患の一通りを経験することが可能である。手術症例
は高齢者や基礎疾患を持っている患者が多く、術前術後管理の面で関連診療科と密接に連携しながら
治療にあたることを原則としており、全身管理、他科疾患の知識も充分習得することが可能である。

一般目標
・耳鼻咽喉科診療を通して医師としての基本的価値観を学ぶ
・医師として医療倫理・医療安全・感染対策を身につける
・耳鼻咽喉科診療から地域医療に貢献する

行動目標
・耳鼻咽喉科疾患における重要な症状を理解し、必要最小限の身体所見をとることができる
・状態に応じた適切な検査を選択できる
・初期治療を的確におこなうことができる

研修内容
・問診にて重要な耳鼻咽喉科疾患の可能性を考える
・局所所見から耳鼻咽喉科疾患の病態の把握を的確に行い、記載する
・聴力検査、平衡機能検査、呼吸機能検査など耳鼻咽喉科に必要な検査所見を評価する
・代表的な耳鼻咽喉科疾患のレ線所見を評価する
・気道確保が実施できる
・注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保）が実施できる

指導体制
研修医１名に対して、１名の上級医が直接指導し研修する。また入院患者は担当医、副部長、部長等
とのグループディスカッションにより指導を受ける。手術患者は指導責任者である医長の指導が加わ
る。またこれらは部長により監督される。

研修スケジュール

午前

月

火

水

木

金

土

9:00-12:00
外来業務

9:00-12:00
手術補佐

9:00-12:00
手術補佐

9:00-12:00
外来業務

9:00-12:00
外来業務

9:00-12:00
外来・病棟業務

13:30-14:00
病棟回診
14:00-15:30
アレルギー外
来

13:30-14:00 病棟回診
14:00-15:00 食道造影・嚥
下カンファレンス
15:00-16:00 睡眠呼吸障害
カンファレンス

13:30-14:00
病棟回診
14:00-15:30
補聴器外来

13:30-14:00 病棟
回診
14:00-16:00 平衡機
能検査
嗅覚味覚検査

13:30-14:30
病棟回診
14:30午後
入院患者診
察

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

麻酔科初期臨床研修プログラム
特

色

麻酔科では手術中の麻酔管理を通じて呼吸循環の生理、管理法を学び、また心肺蘇生法の基礎となる
基本的知識、技術を習得できるものである。

一般目標
基本的な全身麻酔、局所麻酔法を理解し術中の全身管理ができる
１） 術前訪問で患者診察、合併症の説明、前投薬のオーダーができる。
２） 術前カンファレンスで症例プレゼンテーションが出来る。（術前問題点、麻酔計画）
３） 麻酔の導入、術中管理を指導医の監視下に実施できる。
４） 基本的な全身麻酔中のモニターを理解し、アラームを設定でき、上級医師を呼ぶべき状況を言える

研修内容
(1)基本的な身体診察法： 麻酔科の視点で全身の観察ができ、記載できる
(2)基本的な臨床検査：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） 血液型判定・交差適合試験
３） 動脈血ガス分析
４） 血液性化学検査の解釈
５） 胸部X線所見の読影
６） 呼吸機能検査、心電図、心臓超音波検査の結果の解釈
(3)基本的手技
１） 気道確保
２） 人工呼吸（バッグマスクによる徒手換気を含む）
３） 心肺蘇生法（Basic Life Support(BLS)ができる（人形による研修））
４） 注射法（末梢静脈確保、）
中心静脈確保（超音波ガイド下に内頚静脈確保を基本とする）
５） 静脈、動脈採血。動脈留置針の確保。
６） 導尿法
７） 経鼻胃カテーテルの挿入と管理
８） 局所麻酔法
９） 気管挿管
(4)基本的治療法
１） 薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイド薬、
麻薬等を含む）ができる
２） 輸液
３） 輸血療法

(5)麻酔法
１） 麻酔法の選択ができる
２） 麻酔前投薬を選択、処方できる
３） 全身麻酔の管理を指導医の監視下にできる
４） 筋弛緩薬および関連薬剤の薬理を理解し使用できる
５） 脊椎麻酔を指導医の監視下に実施できる
６） 硬膜外麻酔が指導医の監視下に実施できる
７） 術中輸液管理・血液製剤の適正使用ができる
８） 術中呼吸・循環・体温管理のためのモニター類を習熟する

指導体制
日本麻酔科学会専門指導医のもと研修を行う

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

研修スケジュール
研修場所；北里大学メディカルセンター 手術室
研修時間；月曜～金曜 8:30～17:00または予定手術の終了するまで

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

小児科初期臨床研修プログラム
特

色

地域の中核病院の中で当院は小児科入院病床を有する数少ない病院のひとつであり、当院小児科で
はcommon diseaseから稀な疾患まで幅広い症例を経験することが可能である。

一般目標
新生児から乳児、幼児、学童期にいたる小児の成長・発達を評価し、小児の健康保持と疾病・障害の早
期発見および対処ができるために必要な基礎的臨床能力（知識、技術、診療態度）を修得する。
そのために、小児科病棟では小児科入院患者の受持医となり、小児科救急外来では指導医とともに診
療を行い、患者および家族に対し以下の項目を行動目標として研修する。

行動目標
１） 適切な面接（手法、態度）ができる。
２） 適切な診察（全身の理学所見）ができる。
３） 必要な臨床検査を、緊急性を含めて選択・指示でき、解釈できる（指導医とともに）。
４） 適切な治療計画をたて、実行できる（指導医とともに）。
５） 適切に文書（診療録、診断書、入院経過概要、紹介状および返書）を作成し管理できる。
６） 小児の年令別薬用量を理解し、それに基づいて薬剤（抗生物質、鎮咳去痰剤、止瀉剤）を処方できる。
７） 他の医師および医療スタッフと協調して診療が行える。

研修内容
(１)基本的な臨床検査：検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる
１） 一般血液検査において、年令差による正常値の変化を述べることができ、所見の解釈ができる。
２） 検尿の所見の解釈ができる。
３） 便検査（潜血、虫卵、培養など）の結果を解釈できる。
４） 胸部および腹部単純X線写真の所見が解釈できる。
５）

腰椎穿刺を行ない、髄液検査の結果から化膿性髄膜炎か無菌性髄膜炎かを鑑別して正しい治療ができ
る。

６） 血液ガス分析の結果を解釈できる。
７） 心電図を判読して正しい診断ができる。
８） 指導医のもとで造影検査（消化管、尿路）を実行でき、所見を解釈できる。
９） CTやMRIの主な異常を指摘できる。
１０）

症状や疾患に合わせて、血液検査、X線検査、超音波検査、生理機能検査などを計画、立案、実行する
ことができる。

１１） 小児の体重、身長、頭囲の成長について正しい評価ができる。

(２)基本的手技
1) 単独または指導医のもとで採血（毛細管、静・動脈血）ができる。

2) 注射（皮下、皮内、静脈、筋肉）ができる。
3) 指導医のもとで静脈点滴ができる。
4) 指導医のもとで腰椎穿刺ができる。
5) 浣腸ができる。
6) 指導医のもとで胃洗浄、胃液採取ができる。
7) 小児のバイタルサインをとることができる。
8) けいれん、意識障害の応急処置ができる。
9) 人工呼吸、胸骨圧迫式心マッサージなどの蘇生術が行える。

指導体制
１） 入院患者の受け持医となり、上級医および指導医の指導下に研修を行う
２） 日当直勤務は上級とペアを組んで実施する

研修スケジュール
月

火

水

木

金

土

午前

病棟回診
病棟業務

産科・小児科
カンファ
病棟業務

病棟回診
病棟業務

病棟回診
病棟業務

病棟回診
病棟業務

病棟又は外来

午後

外来
病棟

外来
予防接種

外来
病棟

外来
１ヶ月健診

外来
病棟

※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

産婦人科初期臨床研修プログラム
特

色

北里大学病院産婦人科は神奈川県の周産期及び悪性腫瘍の基幹病院であり, 北里大学メディカルセン
ター産婦人科は埼玉県の地域医療支援病院である. それぞれの役割により求められる医療は異なり特徴
を持った医療をおこなっている. 両者が扱う婦人科疾患及び手術などの違いを経験することで, 産婦人科
医療全般に関する理解を深める.

一般目標
正常妊娠・分娩・産褥経過をよく理解し、異常の早期発見、早期対応ができるようにする。妊娠による
母体変化の理解、母児関係構築の支援、正常新生児の一般的診察などの基本研修を行う。
婦人科良性疾患の診断治療について基本的事項を習得する。

行動目標
Ａ 産科
（１）基本的検査法Ⅰ（自ら検査を実施し、結果を解釈できる）
1) 産科内診
2) レオポルド診察法
3) 経膣・経腹超音波検査法
4) 膣外陰炎検査
5) 膣分泌物顕鏡検査
６） 破水検査
（２）基本的検査法Ⅱ（適切に検査を選択、指示し、結果を解釈できる）
1) 妊娠検査
2) 血液生化学検査
3) NST検査
4) 分娩監視装置
（３）基本的検査法Ⅲ（適切に検査を選択、指示し、専門家の意見に基づき結果を解釈できる）
１） 経管炎検査
２） ハイリスク妊娠検査の理解
（４）基本的治療法Ⅰ（適応を決定し実施できる）
1) 正常妊娠管理
2) 正常分娩管理
3) 正常産褥管理
4) 正常新生児管理
（５）基本的治療法Ⅱ（必要性を判断し、適応を決定できる）
1) 切迫流早産管理
2) 頚管縫縮術介助
3) 分娩時裂傷縫合介助
4) 帝王切開術介助

5) 異常妊娠分娩治療の理解
（６）基本的手技Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
１） 分娩時血管確保
２） 会陰部局所麻酔
３） 会陰保護
４） 臍帯巻絡の解除
５） 胎盤娩出
６） 会陰側切開縫合
７） 新生児蘇生
８） 新生児採血

Ｂ 婦人科
(1)基本的な身体検査法Ⅰ（自ら検査を実施し、結果を解釈できる）
1) 婦人科内診
2) 経膣・経腹超音波検査法
3) 子宮頚部細胞診採取
4) 膣分泌物顕微鏡検査
5) 膣内細菌培養検査
6) 基礎体温
7) 卵胞計測
8) フーナーテスト
9) クッパーマンスコア
(２) 基本的検査法Ⅱ（適切に検査を選択・指示し、結果を解釈できる）
1) 性病検査
2) 女性ホルモン検査
3) 頚管粘液検査
4) 精液検査
（３）基本的治療法Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
1) 膣洗浄、膣剤投与
2) 婦人科感染症治療
3) 子宮脱手術介助
4) 子宮付属器摘出術介助
5) 子宮全摘出術介助
6) 子宮鏡手術介助
7) 腹腔鏡手術介助
（４）基本的治療法Ⅱ（必要性を判断し、適応を決定できる）
1) 外陰膿瘍穿刺排膿
2) ホルモン療法の基本
3) 人工授精介助
4) 子宮筋腫核出術介助

5) 卵巣嚢腫核出術介助
6) 婦人科悪性腫瘍治療の基本的理解
（５）基本的手技Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
1) 外科的基本手技
2) 膣鏡操作

研修内容
必修科目として4週間、加えて自由選択枠での選択可。

指導体制
受持ち医となり上級医(医員、指導医）とともに診療にあたる。

研修スケジュール
研修時間8：30～17：00。緊急患者の診療にあったてはこの限りでない。
※研修医の希望により、北里大学病院での研修も可能である

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

救急科初期臨床研修プログラム
特

色

北里大学メディカルセンターでは、救急センターおいて救急疾患の primary care を中心に内科、外科、
脳神経外科、整形外科と共同して救命救急の研修の指導にあたる。primary care と同時に内科・外科系
各科と共同しての救急患者の診療の流れを体得する。

一般目標
心肺蘇生などの将来の選択科に関わらず身につけるべき primary care に関する知識と基本的手技の
取得を目標とする。

行動目標
（１）医療面接
患者、家族、救急隊などから適切に情報を得ることができる。
（２）基本的診察（自ら診察し、所見を記載でき正しく評価できる）
１） バイタルサインの把握
２） 全身の観察、身体所見の診察、記載ができる
３） 意識状態、神経学的所見を診察、記載できる
４） 胸部、腹部の診察（直腸診等を含む）ができる
５） 外傷の基本的診察ができる
６） 四肢の骨折、関節所見の診察、記載ができる
７） 中毒性疾患の初期治療ができる

研修内容
（１）基本的検査法Ⅰ（必要に応じて自ら検査を実施し、結果を解釈できる）
１） 血液型判定・交差適合試験
２） 血液・生化学検査
３） 心電図
４） 血液ガス分析
５） 出血時間測定
（２）基本的検査法Ⅱ（適切に検査を選択・指示し、結果を解釈できる）
１） 単純X線検査（頭部、胸部、腹部）
２） CT・MRI検査（頭部、胸部、腹部）
３） 心エコー
４） 腹部エコー
（３）基本的手技Ⅰ（適応を決定し、実施できる）
１） 気道確保
２） エアウエイ挿入
３） バッグマスク人工呼吸

４） 気道吸引
５） 気管挿管
６） 静脈確保ができる（末梢、中心静脈）
７） 人工呼吸器使用
８） 胸骨圧迫心マッサージ
９） 直流除細動、AEDの操作
１０） 圧迫止血法
１１） 止血帯の使用
１２） 経鼻胃管挿入
１３） 胃洗浄、腸洗浄の適応を知る。急性中毒における活性炭の使用法。
１４） 導尿法、尿道カテーテル留置（下部尿路の通過障害のない場合）
１５） 局所麻酔法
１６） 穿刺術(胸腔、腹腔、腰椎など）
１７） 胸腔ドレーンの挿入
１８） 体表浅部の切開・排膿
１９） 皮膚縫合法
２０） 消毒法、創傷の処置、被覆材の選択など
２１） 応急副子固定
２２） 鼻出血の止血処置（専門診療科の指導による）
２３） 耳・鼻・角膜異物除去（専門診療科の指導による）
２４） 死亡診断書の記載ができる
２５） 死体検案に協力できる

指導体制
１） 病院内で取り決めた救急患者当番医（上級医）とともに診療にあたる。
２） 一般外科、整形外科、脳神経外科と共同し受け持ち医として上級医、指導医の指導のもとに研修する
３） 指導医とともに当直勤務を行う
４） 救急外来研修中は内科系、外科系疾患にかかわらず全ての患者の初期治療に原則として参加する。
5） 初期内科研修中にも、救急外来での診療に参加する。

研修スケジュール
１） 1年次の必修は12週の研修期間とする
２） 北里大学病院又は東京ベイ・浦安市川医療センターも研修可能となり２次～３次救急の症例を研修する
ことが可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

病理診断科初期臨床研修プログラム
特

色

医療の質を高いレベルで維持するためには、外科病理学・剖検を含めた病理診断が適切に行われていく
ことがきわめて重要である。又、臨床研修医として診療する際にも、病理診断に関わる業務を十分理解し
ていくことが望まれる。

一般目標
病理学の素養を身に付けた医師として働くことができるために、診断病理に必要な初歩的知識、技能、
態度を身に付ける。研修内容は①全般、②外科病理診断、③手術材料の切り出し、④病理解剖、⑤症例
提示の5項目に大別される。
そのために、小児科病棟では小児科入院患者の受持医となり、小児科救急外来では指導医とともに診
療を行い、患者および家族に対し以下の項目を行動目標として研修する。

行動目標
① 全般
業務において検体に対して、適切な配慮ができる。
業務において、コメディカルと協調して仕事ができる。
安全管理の理解と実践ができる。
② 外科病理診断
組織標本の作製過程を説明できる。
消化管・婦人科を主体とする生検材料および手術材料の基本を理解し、病理診断報告書を作成できる。
一般的な特殊染色の原理を理解し、目的別に使い分けることができる。
免疫組織化学染色の原理を理解し、目的別に抗体を使い分けることができる。
迅速診断の有用性と意義を理解できる。
通常業務、カンファレンスにおいて臨床医と適切にdiscussionできる。
細胞診の基本を理解できる。
③ 手術材料の切り出し
手術材料の病変を把握し、癌取り扱い規約に基づく切り出しを実施できる。
④ 解剖
解剖手順を理解し、手技を覚える。
肉眼診断の眼を養い、基本的な病変を認識することができる
臨床経過を理解した上で、病理解剖で観察すべき臓器所見、採取すべき病変について述べることができる。
⑤ 症例提示
解剖例1例のCPCでの示説・報告（必修）。
興味深い症例一例の症例報告（努力目標）。
手術材料で興味深い症例1例を対象とし、症例報告の論文としてまとめる。
可能であれば日本語を対象とした雑誌に投稿する。

指導体制

基本的には、各日の外科病理診断担当医、剖検担当医の指導の下に研修を行う。

研修スケジュール
※研修医の希望により、北里大学病院・北里研究所病院での研修も可能である。

評

価

各科研修修了時に、指導医並びにメディカルスタッフが臨床研修評価システム（EPOC2）に入力する。

地域医療研修プログラム
目標
急性期医療を展開する病院のみの研修に留まらず、診療所での医療、訪問診療などを経
験することによって、急性期から慢性期への医療連携の重要性を理解する。また、在宅での
末期医療、神経疾患など長期療養患者の介護を体験する。
研修施設
医療法人智正会 渡辺医院
研修実施責任者・指導医 渡辺 正敏
サンビレッジクリニック鴻巣
研修実施責任者・指導医

山口 修二

春日部在宅診療所ウエルネス
研修実施責任者・指導医 笹岡 大史

Ⅰ 行動目標
１）
２）
３）
４）

診療所での診療を通じ全人的な診療態度を身につける
在宅患者の介護、医療支援について理解する
予防接種を通じ予防医学を理解する
病診連携の機能と役割について理解する

Ⅱ 経験目標
（１）診療所において
１） 地域における診療所の意義を理解する
２） 外来診療の理解
３） 広い年齢層にわたる診療を体験する
４） 患者・家族と医師の関係を理解する
５） 訪問診療について経験する
６） 診・診連携、病・診連携を理解する
７） 在宅での末期医療を経験する
８） 予防接種を通じて予防医学を理解する
（２）病診連携において
北里大学メディカルセンター医療福祉支援センターにて病診連携の役割を理解する

Ⅲ

指導体制
１） 診療所での研修は当院指導医と研修先医療機関とで密な連絡・情報交換を行い、指導に当たる。
２） 訪問診療は、研修先医療機関の許可のもと実施する。

Ⅳ

研修スケジュール
2年次に4週間以上研修を行う
研修先医療機関と調整のもと実施期間を決定する
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