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第 1 章 プログラムの特色   

                                 

・必修分野である内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急部門及び地域医療

に加え、整形外科、脳神経外科、麻酔科、障害医療・療育研修を当院の必修分野

としており、幅広くプライマリ・ケアを身につけられる構成となっている。 

・内科においては、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科、消

化器内科、循環器内科を 4 週ずつローテートする。 

・研修２年目には 27 週の選択研修の期間があり、研修医が自主的に自身の目標に

適した研修を組むことが可能である。 

・地域の中核病院において、救急の場でファーストタッチから診療に実際に従事す

ること、充実した各診療科ローテート研修を行うこと、各種勉強会に参加するこ

とを通じて実践的に基本的診療能力が身につけられる。 
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第 2 章 臨床研修病院の区分                                 

  

２-1 臨床研修病院の区分                                 

   春日井市民病院は基幹型臨床研修病院である。 

 

２-2 臨床研修の基本理念                                

  （医師法第 16 条の２第 1 項に規定する臨床研修に関する省令） 

臨床研修は、医師が、医師としての人格を涵養し、将来専門とする分野にかかわらず、

医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わ

る負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできる

ものでなければならない。 

 

２-3 春日井市民病院初期臨床研修の理念                          

「恕」  「恕（じょ）＝思いやり」 

  臨床研修は、医師が、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、診療を受け

る者に対応する医師としての人格を涵養し、一般的な診療において頻繁にかかわる負傷

または疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けるものでなければな

らない。この目的を完遂するには、「恕」の理念の下研鑽することが重要な課題である。 

 

２-4 初期臨床研修の基本方針                               

・診療に実際に直接的に携わることにより基本的診療能力を修得する。 

・患者及びその家族の立場を理解して、病気と人を診る診療態度を養う。 

・質の高い医療が提供できるよう、常に自ら学ぶ姿勢を養う。 

・コミュニケーション能力を磨き、他職種と協力してチーム医療を実践する。 

・地域医療の現場を通じて地域の基幹病院としての役割を理解する。 

 

２-5 研修組織                                      

１）プログラムの管理、運営の責任者と組織   

（１）研修管理者    院長          成瀬 友彦 

（２）プログラム責任者 研修管理室長       坂  洋祐 

（３）副プログラム責任者   整形外科部長   平出 隆将 

               脳神経内科部長  今井 和憲 

（４）研修管理委員会 

研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修医の管理及び研修医の

採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を行う。  

研修医ごとの研修進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分について 
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研修が行えるようプログラム責任者や指導医に指導・助言する等、有効な研修が行わ

れる配慮する。 

（５）研修医教育ワーキンググループ 

臨床研修の進捗状況を随時把握し、臨床研修が、具体的かつ実効性をもって進む 

よう支援すること、臨床研修中に生じる諸問題に対応することなどを目的に研修管

理委員会の下に設置する。 

   ＊研修管理委員会・研修医教育ワーキングメンバーは手引き１参照 

  （６）研修管理室 

    充実した臨床研修が行えるよう、研修環境の整備を行う。研修プログラムの作成、

調整の支援、研修医の研修支援、管理および募集の実務を行う。 

研修管理室は、研修の進捗状況を研修管理委員会、研修医教育ワーキンググループ

に報告し、研修医及び指導スタッフ間で評価を共有し、研修医毎の研修内容を改善し、

より効果的な研修につなげる。 

    

2-6 研修医の所属 

    初期臨床研修医は研修管理室に所属する。 

 

2-7 臨床研修病院群を構成する病院及び施設 

 

協力型臨床研修病院 

  施設名 

精神科 特定医療法人八誠会 もりやま総合心療病院  

地域医療 医療法人社団喜峰会 東海記念病院 

市立恵那病院 

小児ＮＩＣＵ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 

障害医療・ 

療育 

愛知県医療療育総合センター中央病院 

臨床研修協力施設 

  施設名 

予防医療 春日井市総合保健医療センター 
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第３章 春日井市民病院の概要                                

3-１．春日井市民病院の基本理念 

  春日井市民病院は自治体病院として地域の医療にかかわる要望に誠実かつ不断に応え 

ることを存立の意義とする。 

 

 

基本的方針 

  １．人権の尊重によって築かれる相互信頼のもとに、医療を受けられる方の意思が反映

された医療を行います。 

  ２．正当な根拠に基づく良質で高水準の医療を効率的に行うために絶えず研鑽します。 

  ３．急性期医療の拡充と専門医療の推進に努めます。 

  ４．地域の基幹病院として、医療機関、介護サービス事業者、保健・福祉行政との連携

を密にして地域完結型医療を推進します。 

  ５．公営企業として健全な経営に努めます。 

 

診療を受ける皆様の権利と守っていただく事項 

   春日井市民病院では診療を受ける皆様と、私たち病院職員の双方が互いに尊敬し、信

頼し、協力しあって、初めて良い医療の提供ができると考えています。 

  相互に信頼しあって医療を行うために、私たち病院職員は皆様に次に掲げる権利を約

束するとともに、守っていただく事項をお知らせします。 

 

  診療を受ける皆様の権利 

  １．人権を尊重され、プライバシーを守られて診療を受けること 

  ２．自分の病気や診療内容について、充分な説明を受けること 

  ３．治療を選択する権利と、同意できない診療を拒否すること 

  ４．診断や治療について、他の医療機関の医師の意見（セカンド・オピニオン）をきく

こと 

  

  診療を受ける皆様に守っていただく事項 

  １．自らの健康状態や治療中に生じた問題について病院職員に伝えること 

  ２．院内では静粛を保ち、大声を発したりして他の方々に迷惑をかけないこと 

  ３．医療費の支払いの請求を受けたときは、すみやかにお支払いいただくこと 
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3-２．規模 

診療科・病床数 

施設名 春日井市民病院 

所在地 春日井市鷹来町１丁目１番地１ 

開設者 春日井市長 伊藤 太 

管理者 院長 成瀬 友彦 

診療科 内科 血液・腫瘍内科 腎臓内科 糖尿病・内分泌内科 脳神経内科 呼

吸器内科    消化器内科 循環器内科 メンタルヘルス科 小児科 

外科 整形外科 形成外科   脳神経外科 呼吸器外科 心臓外科 血

管外科 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 放射線診断科 放射線治療科 麻酔科 歯科口腔外科 病理

診断科 救急科             

病床数 ５５８床(一般病棟５４０床 、感染症病棟６床、ＩＣＵ／ＣＣＵ６床、 

救急病棟６床） 

 

3-３．春日井市民病院組織 

 ＊手引き２参照 
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第４章 研修指導体制・組織 

                                  

4-１．管理者 

   研修管理者は、院内全体で研修医育成を行う体制を支援し、プログラム責任者や指

導医等の教育担当の業務が円滑に行われるように配慮する。研修管理委員会やプログ

ラム責任者の意見を受けて、研修医に関する重要な決定を行う。 

  資格     

１）施設管理者である院長であること。 

 

4-2．プログラム責任者 

   以下の条件を満たす者とし、臨床研修関連実務を統括し、研修プログラムの企画・立

案及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う。院長が任命す

る。 

資格 

１）当院常勤の医師であること。 

２）原則として臨床経験 7 年以上（初期研修期間を含む）であること。 

３）規定（政発第 0318008 号平成 16年 3 月 18 日）の指導医講習会を受講して 

いること。 

４）臨床研修協議会によるプログラム責任者養成講習会を受講していること。 

 

4-3．副プログラム責任者 

    以下の条件を満たす者とし、プログラム責任者を補佐する。院長が任命する。 

資格 

１）当院常勤の医師であること。 

２）原則として臨床経験 7 年以上（初期研修期間を含む）であること。 

３）規定（政発第 0318008 号平成 16年 3 月 18 日）の指導医講習会を受講して 

いること。 

４）臨床研修協議会によるプログラム責任者養成講習会を受講していること。 

 

4-4．臨床研修指導医 

 以下の条件を満たす者とし、研修医に到達目標の達成ができるように指導し、また

達成状況を把握し評価する。院長が任命する。 

資格 

１）当院常勤の医師であること。 

２）原則として臨床経験 7 年以上（初期研修期間を含む）であること。 

３）規定（政発第 0318008 号平成 16年 3 月 18 日）の指導医講習会を受講して 
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いること。 

＊指導医一覧は手引き３参照 

 

4-5．専任指導医 

    以下の条件を満たす者で、研修医個別に 1 年間ごとに任命して研修医の研修状

況を把握し、研修に関することのみならず個人的なことも含め相談を受け助言指

導を行う。半年に 1回、研修医と面談し、研修の進捗状況（基本的臨床手技につ

いて研修医の自己評価を確認する）、研修の関することや将来についてなど不安

や問題がないか確認する。院長が任命する。 

資格 

１）当院常勤の医師であること。 

２）原則として臨床経験 7 年以上（初期研修期間を含む）であること。 

３）規定（政発第 0318008 号平成 16年 3 月 18 日）の指導医講習会を受講して 

いること。 

 

4-6．上級医 

    上記規定の指導医資格を有しておらず、研修医でない上の年次の医師を「上級医」

と称する。 

 

4-7．臨床研修指導者 

以下の条件を満たす看護師、薬剤師、放射線技師などの医師以外の病院スタッフで

研修管理委員会の責任のもとで研修医の指導を行うものとする。院長が任命する。 

資格 

１）看護師は師長以上で看護局長の推薦があること。 

２）その他の部署は代表者が指導者とする。 

    ＊研修管理体制は手引き４参照 
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第５章 到達目標 

 

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

性を深く認識し、医師としての基本的価値観(プロフェッショナリズム)及び医師として

の使命の遂行に必要な資質・能力を身につけなくてはならない。医師としての基盤形成

の段階にある研修医は、基本的価値観を自らのものとし、基本的診療業務ができるレベ

ルの資質・能力を修得する。 

    

  到達目標は、医師としてのあらゆる行動を決定づける基本的価値観(プロフェッショナ 

 ルリズム)、医師に求められる具体的な資質・能力、そして研修修了時にほぼ独立して遂 

行できる基本的診療業務という３つの領域からなる。 

 

 

 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

   社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮し

た公正な医療の提供及び公衆衛生の向上に努める。 

２．利他的な態度 

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

重する。 

３．人間性の尊重 

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

て接する。 

４．自らを高める姿勢 

   自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

 

 

１．医学・医療における倫理性 

 診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

 ①人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

 ②患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

 ③倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

 ④利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 

 ⑤診療、研修、教育の透明性を確保し、不法行為の防止に努める。 

 

A. 医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

B. 資質・能力 
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２．医学知識と問題対応能力 

 最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題に対し

て、科学的根拠に経験を加味して解決を図る。 

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

応を行う。 

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

した臨床判断を行う。 

 ③保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 

 

３．診療技能と患者ケア 

 臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

 ①患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に

収集する。 

 ②患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。 

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

 

４．コミュニュケーション能力 

 患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

 ①適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 

 ②患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の

主体的な意思決定を支援する。 

 ③患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

 

５．チーム医療の実践 

 医療従事者を始め、患者や家族に関わるすべての人々の役割を理解し、連携を図

る。 

 ①医療を提供する組織やチームの目的、チームの各構成員の役割を理解する。 

 ②チームの構成員と情報を共有し、連携を図る。 

 

６．医療の質と安全管理 

 患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

 ①医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

 ②日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 

 ③医療事故等の予防と事後の対応を行う。 

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

健康管理に努める。 
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７．社会における医療の実践 

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

社会と国際社会に貢献する。 

 ①保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 

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

 ③地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。 

 ④予防医療・保健・健康増進に努める。 

 ⑤地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

 ⑥災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。 

 

８．科学的探究 

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

療の発展に寄与する。 

 ①医療上の疑問点を研究課題に変換する。 

 ②科学的研究方法を理解し、活用する。 

 ③臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 

 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

 医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育

成にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

 ①急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

 ②同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

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

する。 

 

 

 

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

で診療ができる。 

１．一般外来診療 

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

い、主な慢性疾患については継続診療ができる。 

 

２．病棟診療 

   急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全

身的な診療とケアを行い、地域連携に配慮した退院調整ができる。 

C. 基本的診療業務 
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３．初期救急対応 

   緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時に

応急処置や院内外の専門部門と連携できる。 

 

４．地域医療 

   地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福

祉に関わる種々の施設や組織と連携できる。  
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第６章 到達目標の達成度評価  ＥＰＯＣ２を活用する                              

 

１） 臨床研修の目標の達成度評価までの手順 

（１）到達目標の達成度については、研修分野・診療科のローテーション終了時に研修

医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを用いて評価を行い、それらを用いてさらに、少なくとも半年

に 1 回は研修医に形成的評価（フィードバックを行う）。 

（２）2 年次終了時の最終的な達成状況については、臨床研修の目標の達成度判定票を

用いて研修管理室長が評価（総括的評価）を行う。 

 

２） 研修医評価票 

（１）研修医評価票Ⅰ「A．医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）」

に関する評価 

（２）研修医評価票Ⅱ「B．資質・能力」に関する評価  

（３）研修医評価票Ⅲ「C．基本的診療業務」に関する評価 

（４）臨床研修の目標の達成度判定票 

 

研修医評価票Ⅰ：到達目標の「A．医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズ

ム）」に関する評価 

何を評価するのか 

・到達目標における医師としての基本的価値観（プロフェショナリズム）4 項目

について評価する。研修医の日々の診療実践を観察して、医師としての行動基

盤となる価値観などを評価する。具体的には医師の社会的使命を理解した上で

医療提供をしているのか（A-1）、患者の価値観には十分配慮して診療を行っ

ているのか（A-2、A-3）、医療の専門家として生涯にわたって自己研鑽して

いく能力を身につけているのか（A-4）などについて多角的に評価する  

 

評価方法： 

・研修分野・診療科のローテーション終了時ごとに評価する。必修診療科だけで

なく、選択診療科でも行う。 

・評価者は指導医だけでなく、研修医に関わる様々な医療スタッフが異なった視

点で評価し、分野・診療科毎の最終評価材料として用いる。 

・研修医の研修の改善を目的とする形成評価である。 

・結果は研修管理委員会で共有する。 

    

記載の実際： 

・観察期間は評価者が当該研修医に関与し始めた日から関与を終えた日までとし、 
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記載日は実際に評価票を記載した日付とする。観察期間の最終日からできるだ 

け短期間で評価票を記載する。 

・指導医あるいは指導者としての関与の仕方によっては研修医を観察する機会

がない項目もあり、そのような場合には観察機会なしのボックスにチェックす

る。 

・期待されるレベルとは、当該研修医の評価を行った時点で期待されるレベルで

はなく、研修を修了した研修医に到達してほしいレベルを意味している。その

ため、研修途中の診療科では期待通りのレベルにまで到達していないことが少

なくないと思われるが、研修修了時点で期待通りのレベルにまで到達するよう

指導する必要がある。 

・評価者によって期待される到達度の解釈が少々異なる可能性もあるが、個々の

評価者の判断に任せてよい。そのような場合でも、評価者が多ければ全体とし

ての評価の信頼性、妥当性を確保できるので、可能な限り多くの評価者に記載

してもらう。 

・評価の参考となった印象的なエピソードがあれば、その良し悪しにかかわらず、

自由記載欄に記載する。特に「期待を大きく下回る」と評価した場合には、そ

の評価の根拠となったエピソードの必ず記載する。 
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研修医評価票Ⅱ：到達目標の「B．資質・能力」に関する評価 

  何を評価するのか 

・研修医が研修修了時に習得すべき包括的な資質・能力 9 項目（３２下位項目）

について評価する。研修医の日々の診療活動をできる限り注意深く観察して、

臨床研修中に身につけるべき医師としての包括的な資質・能力の達成度を継続

的に評価する。 

評価方法： 

・研修分野・診療科のローテーション終了ごとに評価する。 

・評価者は指導医だけでなく、研修医に関わる様々な医療スタッフが異なった視

点で評価し、分野・診療科毎の最終評価材料として用いる。 

・結果は研修管理委員会で共有する。 

・現研修診療科から次の研修診療科へ移る際に指導医間、指導者間で評価結果が

共有され、改善を目指して有効活用する。 

記載の実際： 

・観察期間は評価者が当該研修医に関与し始めた日から関与を終えた日までとし、

記載日は実際に評価票を記載した日付とする。観察期間の最終日からできるだ

け短期間で評価票を記載する。 

・評価票のレベルは 4段階に分かれており、 

レベル１：医学部卒業時に修得しているレベル（医学教育モデル・コア・カリ

キュラムに規定されているレベル） 

レベル２：研修の中途時点（1 年間終了時点で習得されているべきレベル） 

レベル３：研修終了時点で到達すべきレベル 

レベル４：他者のモデルになり得るレベル 

・9 つの項目について、包括的にレベルをチェックする構成となっているが、項

目によっては 2 つのレベルの中間という評価もありうるため、隣接するレベ

ルの中間にチェックボックスが設けてある。 

・評価にあたって、複数の下位項目間で評価のレベルが異なる可能性がある場合

は、それらを包括した評価としてチェックボックスのいずれかをチェックし、

研修医にはどの下位項目がどのレベルに達せているのかを具体的にフィード

バックする。 

・研修修了時には、すべての大項目でレベル３以上に達成できるように指導する。 

・研修分野・診療科によっては観察する機会がない項目もあると考えられ、その

場合には「観察する機会がなかった」にチェックする。 

・研修医のフィードバックに有用と考えられるエピソードやレベル判定に強く影

響を与えたエピソードがあれば、その内容をコメント欄に記載する。 
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研修医評価票Ⅲ：到達目標の「C．基本的診療業務」に関する評価 

  何を評価するのか 

・研修修了時に身につけておくべき 4 つの診療場面（一般外来、病棟診療、初期

救急対応、地域医療）における診療能力の有無について、研修医の日々の診療

行動を観察して評価する。 

評価方法： 

・基本的診療業務として規定されている一般外来研修、病棟研修、救急研修、地

域医療研修について、それぞれの当該診療現場での評価は当然として、その他

の研修分野・診療科のローテーションにおいても、本評価票(研修評価票Ⅲ)を

用いて評価する。 

・指導医に加え、さまざまな医療スタッフが異なった観点から評価し、最終評価

の材料として用いる。 

・結果は 研修管理委員会で共有する。 

・研修分野・診療科を移動する際、指導医間、指導者間で評価結果が共有され、

継続性を持って改善につながるよう有効活用する。 

記載の実際： 

・観察期間は評価者が当該研修医に関与し始めた日から関与を終えた日までとし、

記載日は実際に評価票を記載した日付とする。観察期間の最終日からできるだ

け短期間で評価票を記載する。 

・評価票のレベルは 4段階に分かれており、各基本診療業務について、各レベル

は下記とする。 

 

 レベル１：指導医の直接監督下で遂行可能 

 レベル２：指導医がすぐに対応できる状況下で遂行可能 

 レベル３：ほぼ単独で遂行可能 

 レベル４：後進の指導をできる 

 

・研修修了時には 4 診療場面すべてについて、レベル３以上に達成できるよう指

導を行う。 

・実際には診療場面の様々な要因（患者背景・疾患）によって、達成の難易度が

変わるため、一様に判定することは必ずしも容易ではない。できる限り、複数

の観察機会を見出し、評価を行い、評価に影響したエピソードがあれば自由記

載欄に記載する。 
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臨床研修の目標の達成度判定票 

目的： 

研修医が臨床研修を終えるにあたって、臨床研修の目標を達成したかどうか

（既達あるいは未達）を、プログラム責任者が記載し、各研修医の達成状況を

研修管理委員会に報告することを目的とする総括的評価である。 

なお、研修管理委員会は、当該達成状況の報告に加え、研修を実際に行った期

間や医師としての適性（安全な医療及び法令・規則の遵守ができること）をも

考慮して、研修修了認定の可否を評価し、管理者に報告する。  

記載の実際： 

研修中、各研修分野・診療科での研修終了時に、研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが記

載され、研修管理委員会に提出されている。それらの評価票を分析し、到達目

標の A．医師としての基本的価値観、B．資質・能力、C．基本的診療業務それ

ぞれの各項目の評価がレベル 3 以上に到達していること（既達）を確認し、臨

床研修の到達目標の達成状況を判定（既達あるいは未達）する。各項目の備考

欄には、とりわけ未達の場合、その理由などを記載する。 

判定： 

全項目中 1つでも未達の項目があれば最終判定は未達となり、研修修了は認め

られない。その場合、どの項目がどのような理由で未達となっているのか、既

達になるためにはどのような条件を満たす必要があるのかを具体的に記載し、

判定を行った日付を記載して、研修プログラム責任者が署名する。 

研修修了時に未達項目が残る可能性があると考えられた場合には、研修期間中

に既達になるように研修プログラム責任者、研修管理委員会は最大限努力する。 

研修期間終了時に未達項目が残った場合には、管理者の最終判断により、当該

研修医の研修は未修了となり、研修の延長・継続を要する。 
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第７章 実務研修の方略 

 

７-１ 研修期間 

１） 研修期間は原則として 2 年間以上とする。 

２） 臨床研修病院群における 9 週間の研修を含む。 

（１）地域医療研修 東海記念病院 2 週間、市立恵那病院 2 週間 

（２）精神科研修 もりやま総合心療病院 4 週間  

（３）障害医療療育研修 愛知県医療療育総合センター中央病院 1 週間 

 

７-2 臨床研修を行う分野・診療科  

１）オリエンテーション 

臨床研修の円滑な導入を図るため本プログラムによる研修開始時にオリエンテ

ーションを行う。当院の理念に沿った医師のあるべき姿、臨床研修理念と目標と

すべき研修医像を示し、その理解を深める。また、実際の診療を始めるに当たっ

て必要な共通事項である医療安全、感染防御、チーム医療、地域医療などを研修

する。また、各診療科のガイダンスも行う。 

 

（１）臨床研修制度・プログラムの説明 

（２）医療倫理 

（３）医療関連行為の理解と実習 

①診療録記載の方法とルール 

②死亡診断書等の診断書作成 

③救急外来で使える採血・静脈確保・点滴手技 

④蘇生トレーニング（ICLS） 

（４）感染対策 

（５）医療安全管理：インシデント・アクシデント、医療過誤、多職種連携 

（６）地域連携 

（７）職員の健康管理：メンタルヘルス相談  

（８）各診療科の救急対応に関する研修・演習 

 

２）オリエンテーションの後、4 週間を単位とするローテート研修を行う。 

（１）必修分野 

内科６科（腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内

科、循環器内科）、救急部門、地域医療、外科、小児科、産婦人科、精神科） 
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（２）春日井市民病院独自の必修分野 

麻酔科、整形外科、脳神経外科、障害医療・療育を必須とする。 

  

（３）選択分野 

必修分野以外の研修期間において当院の診療分野（リハビリテーション科と歯科

口腔外科を除く）及び臨床研修病院群のなかから任意の分野で研修を行う。 

    

 ３）一般外来 

一般外来を並行研修として、内科６科（腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器科）、外科、小児科、地域医療の３６週間

中に含む。 

  

 ４）２年間を通じた必須研修項目 

   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 

   アプランニング分野（ACP・人生会議）、臨床病理検討会（CPC）についての研

修に参加すること。 

   

７-３ 2 年間のスケジュール 

１）１年次 

オリエンテーション 5 日間（ICLS 含む）、内科系６科各 4 週間 計 24 週間

以上、外科 4 週間、救急部門 8 週間（救急科 4週間、麻酔科４週間）、小児科 4

週間、産婦人科４週間、整形外科・脳神経外科のいずれかを 4 週間ローテート研

修する。 

 

２）２年次 

救急部門４週間、整形外科・脳神経外科のいずれか 4 週間、地域医療（東海記

念病院 2 週間、市立恵那病院 2 週間）4 週間、麻酔科 4 週間、精神科（もりや

ま総合心療病院）４週間、障害医療・療育（愛知県医療療育総合センター中央病

院）１週間のほか、任意の分野で 2７週間以上ローテート研修する。 

＊研修計画例は手引き５参照 
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第８章 研修の実際 

 

８-1 研修医の診療規程 

研修医の診療上の責任は主治医である指導医・上級医にある。研修医は担当医

という位置づけで指導医指導の下診療を行う。 

  当直時においては、当直医師の管理・指導・責任の下診療を行う。  

  1)抗がん剤・抗生剤・インスリン・鎮静剤・筋弛緩剤・降圧剤・昇圧剤等の危険

性の高い薬剤を処方する場合は、指導医または上級医が必ずチェックを行う。 

2)抗がん剤・鎮静剤（ただし痙攣時のセルシン®は除く）・筋弛緩剤の注射等は研

修医単独で行わず、必ず指導医または上級医の立ち合いの下に行う。 

3)麻薬は、必ず指導医または上級医の立ち合いの下、麻薬施用者免許取得者のみ処

方が可能。 

4)定期処方を変更する場合、又は新たに薬剤を処方する場合は、指導医又は上級医

が必ずチェックを行う。 

5)輸血の実施は、1年目研修医は一人で輸血の適応決定、輸血認証および立ち合い

は行えない。2年目研修医は、1年目終了前に輸血研修を受講した後、輸血認証

および立ち合いが可能となるが一人で輸血の適応決定は行えない。 

実施は輸血マニュアル（電子カルテトップ画面：院内共通マニュアル→診療・看

護→診療→院内輸血マニュアル）に準じて行う。 

6)侵襲的な処置・検査（腰椎穿刺・骨髄穿刺・腹腔穿刺・胸腔穿刺・中心静脈カテ

ーテル挿入・気管内挿管・消化管内視鏡等）については、研修医単独で行わず、

必ず指導医又は上級医立ち合いの下に行う。 

7)造影剤検査をオーダーする場合は、所定の問診などを行い、指導医又は上級医の

許可を得て行う。 

8)患者・家族との面談（病状説明・検査や手術の説明等）を行う場合は、必ず指導

医又は上級医とともに行う（簡単なベッドサイドでの説明は除く）。 

9)夜間・緊急時の処置や処方は、指導医又は当直医の指示の下に行う。 

 

８-2 １年目研修医が単独で行える行為 

・問診、一般診察 

・静脈採血、動脈採血、末梢血管キープ 

・一般的注射処置（静注、筋注、皮下注） 

・同意書を必要としない検査オーダー（血液、生理、放射線検査） 

＊同意書を必要とする検査については手引き６参照 

・末梢点滴オーダー 

・処方オーダー 
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・各種超音波検査 

・心臓マッサージ、アンビューマスクによる呼吸補助 

・心肺蘇生時の薬剤投与（ICLS講習後） 

・創縫合処置 

・シーネ固定 

・脱臼整復（軽症のみ） 

 

８-3 ２年目研修医が行える行為 

 ・輸血認証及び立ち会い（1 年目 2月に輸血研修を受講し登録医となること） 

   

８-4 ローテートの進め方 

   ローテート開始前に、研修管理室にて評価確認票を受けとる。 

チーム医療実践のはじめとして、各診療科でのローテートを開始するにあたり、

指導医・指導者（該当病棟師長）に評価確認票を手渡し、自己紹介をする。 

ローテート終了後 5 日以内に EPOC2 に自己評価を入力する。後日、研修医の評

価票を確認して、指導医・指導者の評価が入力されるため評価を確認すること。 

 

８-5 安全確保体制 

1)診療上の医療安全については、当院の事故防止対策マニュアル（電子カルテトッ

プ画面：院内共通マニュアル→医療安全→事故防止関連→事故防止対策マニュア

ル）に従い、医療安全、事故防止に努める。万が一、事故が発生した場合は、指

導医または上級医に連絡し、指導医とともに、患者の生命及び安全を最優先に考

え対応にあたる。 

2)研修医が、指導医、または上級医（時間内であれば当該診療科の指導医または上

級医、時間外であれば、当直医または常勤医が在籍する全診療科の待機当番指導

医・上級医）に常に相談できる、指導を受けることができる体制をとっている。 

3)患者急変など緊急事態が発生した場合は、研修医一人で対応することなく、指導

医・上級医またはその現場にいる医師に伝え、その指示を仰ぐこととする。応急

手当で手が回らない場合は、看護師に指導医等へ連絡を依頼する。急変が落ち着

いた後、指導責任者である診療科長に必ず報告する。また、必要に応じて院内緊

急コール（コードブルー）システムを利用し（電子カルテトップ画面：院内共通

マニュアル→診療・看護→診療→救急マニュアル参照）診療科を問わず医師およ

び医療スタッフを呼び出し、迅速な対応を行う。 

4)暴力的な発言、行為により診療を妨げる患者に対しては、直ちに担当部署（防災

センター）に連絡し対応を依頼する。もしくは、院内緊急コール（コードホワイ

ト）を使用し、全館放送で対応を依頼する。取扱いについては、コードブルーと
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同様とする。 

5) 研修医の転院搬送同乗について 

原則 

①依頼する科でローテート中の研修医であること 

②泌尿器科・メンタルヘルス科・血液内科・眼科等診療科医師が少ない科からの

要請であること。 

③患者の状態が落ち着いており、処置等を必要としない場合であること。 

④当該診療科の部長の許可を得ていること（同乗中の事故等については当該診療

科の部長の責任となる） 

詳細 

・ローテート中の研修医がいない科で、上級医が同乗できない場合は他科の研修

医の同乗もあり得る。 

    この場合、ローテート科の部長の許可を当該診療科の部長が受けること。 

・研修医が単独で実施できる程度の処置を実施する可能性のある場合、担当医は

処置をどのような時に行うのか、実施方法等を十分伝えること。 

  ６）研修医の診療に関する本人・家族からの説明希望についての対応 

   ・基本的に研修医個人を説明の場に同席させない。 

   医療安全で対応するもの以外で、 

   ・入院患者の場合、説明は入院となった科の部長もしくは主治医が行う。 

   ・外来患者の場合、救急部において対応する。 

 

８-6 担当医となること 

指導医の許可のもと担当医となり、入院患者を受け持ち、担当医として電子カル

テ上で登録する。 

   ＊担当医の役割については、手引き７参照 

 

８-7 救急部の時間外診療                                

   診療体制 

   １）原則、上級医（内科系１人、外科系１人）と研修医２～３人（１年次 1-２

人、２年次 1-２人）の当直とする。  

２）宿直回数は４～６回／月、日直１～２回/月とする。 

３）原則として上級医・指導医の指導を受けながら診療を行う。 

４）研修医は救急来院患者のファーストタッチを行い、初期診療に当たる。 

５）１年目研修医は研修開始後、２週間程度は見学を行いながら、段階的に診療

に加わる。  

６）１年目研修医は５月までは指導医、上級医とともに初期診療にあたり、自己 
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判断で患者を帰してはいけない。６月以降は風邪、軽度の外傷などは自らの判

断で診療を行ってもよいが、原則として上級医・指導医の指導を受けながら診

療を行う。 

６）上級医の指示の下、入院対応を行う場合がある。 

７）患者の転院搬送についての転院先の病院との調整は、研修医ではなく上級医

が行う。 

 

   診療上の安全確保体制 

１）当直の指導医、上級医が常に相談に応じ、指導できる体制にある。また必要

に応じ、各診療科の待機当番指導医・上級医が研修医の相談や依頼に応じる体

制にある。研修医は指導医または上級医との密な連携に努める。 

２）各科指導医・上級医は前日の救急外来受診患者の当該診療科カルテをチェッ

クする。時間外救急診療で撮影された CT については、放射線科でチェックす

る。 

問題があれば、当直を行った研修医に連絡する。研修医はインシデント報告を

する。また、医療安全にかかわる事項（当直終了後に発覚した当直時の見落と

し症例（画像、検査データなど）は直ちに病院安全推進室に連絡し、その後の

対応を依頼する。病院安全推進室の責任者はその事項をプログラム責任者に報

告する。 

   ３）検査データのパニック値の報告はオーダー依頼医に入る。研修医は異常値を

含めて上級医に報告する。 

 

８-8 医療安全 

１） 医療事故発生時の対応（電子カルテトップ画面：院内共通マニュアル→医 

療安全→医療安全管理運用→医療安全管理運用マニュアル参照） 

指導医、または上級医（時間内であれば当該診療科の指導医または上級医、

時間外であれば、当直医または常勤医が在籍する全診療科の待機当番指導

医・上級医）に報告する。所定の手続きをとる。患者の安全が第一であるこ

と。また、速やかに対応すること。 

 

２） 針刺し・切創、血液/体液暴露後の対応 

指導医、または上級医（時間内であれば当該診療科の指導医または上級医、

時間外であれば、当直医または常勤医が在籍する全診療科の待機当番指導

医・上級医）とＩＣＴ（感染専門看護師、感染認定看護師に報告し、所定の

手続きをとる。 
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３）インシデント（ヒヤリ・ハット）レポート報告制度 

     アクシデントが起こる前に、小さなインシデントの段階（ヒヤリ・ハット） 

で対策を講じ、結果としてアクシデントに至らないように工夫をして医療事 

故防止を図ることが目的である。人間であれば、誰もがエラーを起こしうる 

という現実を踏まえ、インシデントの原因を解明し（ＲＣＡ分析：Root  

Cause Analysis）、作業システム改善化や有効な対策をとるために必要な 

情報を得ることが目的である。 

     研修期間中に 10 件以上/年の報告を上げることが望まれる。 

 

用語の定義 

インシデント：日常診療の場で、誤った医療行為など患者に実施される前に発見さ

れたもの、あるいは、誤った医療行為などが実施されたが、結果として患者

に影響を及ぼすに至らなかったもの。 

アクシデント：医療事故に相当する用語として用いる。 

   

 

８-9 診療記録と承認 

   初期研修医が、研修において入院患者を担当医として受け持ち、指導医のもと実

際の診療に参加することは大変重要である。さらに、研修医は実際に施行された診

療行為やそれに対する患者の反応をカルテにまとめ考察することで診療能力を磨

く。なお、カルテに書いたことは公文書の記録として重要なものであることを十分

認識して記載する。 

 

  １）診療記録の種類 

  ・研修医サマリー 

経験すべき症候（２９症候）及び経験すべき疾病・病態（26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研修医サマリーに

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。（レポート作成は行わない）。 

「経験すべき疾病・病態」の中の少なくとも 1 症例は、外科手術に至った症例

を選択し、研修医サマリーには必ず手術要約を含めることが必要である。 

 EPOC2 への入力（方法はオリエンテーション時配布）後、レポート（ひな

形は院内共有フォルダ→404 研修医→★研修医レポートひながた）で提出す

ること。 

＊研修医サマリー担当診療科は手引き 8 参照 

  ・退院サマリー 
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   入院患者を担当した場合は、必ず退院サマリーを作成する。 

・診断書 

    死亡診断書、診断書、紹介状、返信の作成も研修必須項目となっている。診断 

書の作成においては、必ず主治医または指導医の指導を受け、連名記載（研修 

医/指導医または主治医）とする。 

診断書を発行する場合は、研修医の IDでログインし診断書を発行する。（電子カ

ルテ上に記録を残すため） 

 

  ２）診療記録の承認（カウンターサイン） 

カルテの記載、指示は、指導医の承認を受けなければならない。記載したカル

テの指導医のチェックを参照し、今後の診療に生かす。また間違い等は速やかに

訂正すること。 

＊診療記録の詳細については、手引き 9 参照 

 

８-10 院内で行う研修・勉強会 

  １）必須全体研修会 

ICLS 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP） 

CPC 

医療倫理研修会（年２回） 

医療安全対策研修会（年２回） 

院内感染予防対策研修会（年２回） 

虐待患者対応研修 

（患者が児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力などを受けている疑いの

ある場合の院内対応手順、医療機関への連絡について、その目的や手順） 

＊必須研修は勤務とみなし、時間外手当を申請することができる。 

 

２）登録医研修（必須） 

「エピペン注射研修」 

「輸血研修」   

「中心静脈カテーテル挿入技術研修」 

詳細は中心静脈カテーテル挿入管理マニュアル参照 

 

３）積極的参加を望む研修 

・内科合同勉強会            (月２回水曜日 18:00～) 

・医師合同勉強会           （隔月１回水曜日 18:00～ ） 
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 「トピックス」「最近の症例」「他科の医師に知らせたい内容」「学会発表 

内容」など各診療科医師の発表を聞くことができます。 

・救急勉強会（救急部）       （毎月第２金曜日 18:00～） 

・研修医のための朝の症例検討会   （毎月 2 回火曜日 7:30～8:00） 

救急診療やローテート中に困ったり、悩んだ症例について症例発表をし、

上級医からアドバイスを受けることができます。 

・キャンサーオープンカンファレンス  (第１木曜日 18:00～) 

  地域の医師を交えたがん治療における「トピックス」や「困難事例の検  

  討」などを行います。 

・キャンサーボード  （第２木曜日 18:00～） 

  院内職員対象に、がん治療における「症例検討」を行います。 

・救急医療勉強会   （毎月 2 回火曜日 17:30～  ） 

＊勉強会・研修会・検討会の準備・片づけは研修医が責任を持って行うこと  

      

４）その他 

研修医から勉強会の希望があれば研修管理室で調整・企画を行います。 

いつでも相談に来てください。 

 

８-11 剖検の立ち合いと CPC（臨床病理検討会） 

     １）院内で剖検症例が発生した場合には、当番表に従って、勤務時間帯（9:0０ 

～17:00）に病理解剖に参加する。研修期間中 1 回は剖検の立ち合いをする。 

２）CPC には、臨床担当（臨床データをまとめ、患者の病態を示す）と、病理 

担当（病理解剖所見をまとめ診断する）として参加発表をする。 

   ３）臨床担当と病理担当の 2人一組で CPC レポートを作成する。 

   ＊CPC レポートの作成手順は手引き 10 参照 

 

８-12 チーム医療研修                          

    ２年間の研修期間中に、臨床検査室研修、チーム医療としての呼吸サポートチ

ーム（RST：Respiration Support Team）栄養サポートチーム(NST: Nutrition 

Support  Team)、緩和ケアチーム、外来化学療法センター、の研修を行う。 

   参加の際、臨床検査研修、チーム医療研修、予防医療研修確認票にサインを受け

る。 

＊チーム医療研修修了確認・評価については別紙参照（緑ファイル） 

 

 

１）臨床検査研修 
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臨床検査研修は、オーダーした検査がその後どのように行われているかを実際 

に経験し、検査がよりスム―ズに施行され、また、検体の採取のポイントをつかむ

ことにより検査の精度を上げ、検査情報を診療に最大限活用するための研修。 

 

２）呼吸サポートチーム(RST)研修 

人工呼吸器の適応、管理の実際、離脱方法を学ぶ。さらに人工呼吸器患者の管理

におけるチーム医療の意義を学ぶ。 

 

３）感染予防対策チーム（ＩＣＴ）研修 

抗菌薬の不適切な使用や長期間の投与を防ぐため、適切な使用方法を学ぶ。 

    医療現場での感染対策を体得する。 

    感染症管理におけるチーム医療の意義を学ぶ 

     

４）栄養サポートチーム（NST）研修 

入院治療を行うにあたって、疾病の治癒促進の意味でも患者の栄養管理は重要で

ある。栄養サポートチーム研修では、患者の栄養状態の把握、さらに栄養サポート

の計画実行の実際を通じて、患者の栄養管理を理解し、実行できるようにする。ま

た、栄養サポートチームの活動を通じてチーム医療を体得することを目標とする。 

 

５）緩和ケアチーム研修 

緩和ケアについて、講義・緩和ケアチームの回診に参加することによって、がん

患者の疼痛及びその他の症状の評価方法を学び診療に活用する。さらに緩和ケア

チームの活動を通じてチーム医療の役割を学ぶことを目標とする。 

 

６）外来化学療法センター研修 

がん患者の治療を外来で安全に行なうためのシステムとチーム医療について理解

する。さらに、薬剤の危険性や有害事象とその評価を学び緊急時の診断、対応に

活かせる。 

 

７）認知症ケアチーム研修 

    認知症ケアについて、講義・認知症ケアチームの回診に参加することによって、 

認知症ケアチームの活動を通じてチーム医療の役割を学ぶ。 

 

８）予防医療研修 

法定健（検）診、総合健診、人間ドック、予防接種等の予防医療の公衆衛法上の

重要性と各種事業を推進する意義を理解する。 
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８-13 委員会参加                                     

病院では、日常業務が安全スムーズに行われるよう各種委員会が組織されてい

る。研修医は委員として参加し、日常診療が多職種の協力の下成り立っているこ

とを理解し、委員会の構成メンバーとしての役割を果たす。 

診療代表者会議 

救急医療対策委員会 

安全推進委員会 

医療関連感染予防対策委員会 

研修管理委員会 

研修医教育ワーキンググループ 

＊参加担当表は研修管理室連絡ボードに貼付。各自確認し参加すること。 
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第９章 施設等 

 

９-1 研修医室 

  １）仮眠室、更衣室、冷蔵庫、インターネット端末を有する PC、電子カルテを有

する PCが研修医室に用意されている。 

  ２）各自に机が用意されている。 

  ３）部屋の管理は研修医が行う。 

  

９-2 救急外来仮眠室 

 １）救急外来には 4部屋の仮眠室を用意されている。 

 

９-3 図書室 

 １）蔵書 

  ①雑誌外国雑誌 22 タイトル、国内雑誌 167 タイトル（2020年 6 月現在） 

  ②電子ジャーナル 約 2540 タイトル（洋雑誌 約 980 タイトル、和雑誌約

1560 タイトル（2020 年 6 月現在９ 

 ＊院内のインターネット PC から利用可能。一部自宅からのアクセス可能 

③図書 約 7,170 冊（和書 6468 冊、洋書 704 冊） 

④臨床支援ツール 

 UpToDate 

 Clinical Key 

 ナーシングスキル 

 IBM SPSS Statistics 

⑤データベース、電子ジャーナル 

 医中誌 

 メディカルオンライン 

 図書．Jp オールアクセス 

 SpringerLink 

 LWW＠Ovid Hospital Fixed 10 E-only 

 その他電子ジャーナル各種 

⑥PC、周辺機器 

 院内グループウェア端末  4 台 

  周辺機器 レーザープリンター（カラー） 1 台 

 インターネット端末    5 台 

  周辺機器 レーザープリンター（カラー） 1 台 
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電子カルテ端末      2 台 

  周辺機器 レーザープリンター（白黒） 1台 

  複写機          1台 

⑦蔵書検索   準備中 

⑧文献の取り寄せ 

 当院に所蔵のない文献については取り寄せ可能 

 取り寄せ費用  

  患者治療の参考にするもの…公費負担 

  自己研鑽・学会発表の資料…個人負担 

 

９-4 院内の Wi-Fi 環境 

   医局、図書室でWi-Fi 使用可能 

   

９-5 多目的室・スキルスラボの活用について（場所：2 階 脳神経内科外来奥） 

１）多目的室・スキルスラボでできること 

     BLS, ACLSシミュレーション、皮膚縫合練習、中心静脈路確保、 

     インターネットを利用した講習 

     各種会議など 

 

①持出可能なもの  

      蘇生人形（全身、レサシアン）、蘇生人形（上半身、リトルアン）、ＡＥＤトレ

ーナー（ＦＲ２）、採血静注練習（かんたん君）、嚥下メカニズム模型、吸引シ

ミュレーター、男性導尿模型、女性導尿模型 

    ②持出不可なもの 

      ＡＥＤトレーナー（ＦＲ３）、マニュアル式除細動器、挿管セット一式、 

      バッグバルブマスク、気道管理トレーナー、縫合練習セット、ＣＶＣ穿刺シミ

ュレーター、膝関節モデル、液晶ディスプレイ、パソコン 

＊破損、汚損などが発生した場合には研修管理室に速やかに報告すること 
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第１０章 研修医の処遇 

  次に示すものは、令和３年４月現在の状況であり、条例、規則等の改正により変更

されることがある。 

 

10-１ 研修医の募集定員及び採用の方法等 

 １）定員は県の配分に従う。 

 ２）公募制とし、書類審査、適性検査、多職種による面接試験にて選考の上、医師

臨床研修マッチングにより採用を決定する。 

 

10-２ 雇用形態 

常勤（会計年度任用職員） 

 

10-3 給料(年収) 

１年目 約 6,500,000円   ２年目  約 7,900,000 円 

 

1０-4 手当 

期末手当、勤勉手当、宿日直手当、退職手当、特殊勤務手当を支給 

 

10-5 勤務時間 

午前８時３０分～午後５時１５分 （休憩時間：１日につき６０分間） 

 

10-6 週休日及び休日 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日 １２月２９日～１月３日 

 

10-7 休暇 

年次有給休暇  年間１２日 

特別休暇    厚生休暇……３日   産前産後休暇……各８週間 

              結婚休暇……５日   妻の出産……２日  忌引き等 

 

10-8 当直 

５～７回／月 

日直時間帯（休日の昼間） 午前８時３０分～午後５時１５分 

宿直時間帯（夜間）     午後５時１５分～翌日午前８時３０分 

宿直明け当日の勤務を免除する。ただし、勤務時間外に行われる症例検討会や抄

読会や勉強会、講演会はできるだけ出席し、自己研鑽することを期待する。 
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10-9 宿舎 

ワンルームマンション形式（病院敷地内、平成１０年建築） 

１部屋当りの面積 約４０㎡  男女共用 

家賃 月額２２，０００円  （専用駐車場あり 月額２，０００円） 

独身研修医は、入居すること 

 

10-10 社会保険 

健康保険（１年目）……全国健康保険協会管掌健康保険に加入 

       （２年目）……都市職員共済組合に加入 

年  金…………………厚生年金に加入 

雇用保険…………………適用なし 

労働災害（１年目）……労働者災害補償保険適用 

（２年目）……地方公務員災害補償基金適用 

 

10-11 健康管理 

春（Ｘ線）、秋（血液、尿、眼科健診）等職員健診を実施 

臨床心理士によるカウンセリング（メンタルヘルス等の相談） 

 

10-12 研修活動に関する事項 

医局に研修医専用室を設置 

学会参加費の支給あり 

 

10-13 アルバイトの禁止                                   

   医師法第 16条の２第 1 項では、「診療に従事しようとする医師は臨床研修を

受けなければならない。」同法第 16 条の 3 で「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。」と規

定されている。したがって、研修期間中にアルバイトをすることはできない。 
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第 11 章 事務手続きについて                                 

 

11-1 休暇処理 

１年間に１２日の年次休暇と、３日間の厚生休暇がある。また、特別休暇として、

結婚、産前・産後、忌引き休暇などがある。 

・年次休暇は１時間単位から取得可。（翌年への持越し可） 

・厚生休暇は１日単位で取得可。（翌年への持越し不可） 

・休暇を取得する場合は、研修先の指導医に許可を得て、事前に研修管理室の年休

簿の記載をする。（事前に記載がない場合、欠勤扱いとなるため注意） 

 特別休暇取得の場合は、研修管理室まで申し出ること。 

＊急用、急病等で休む時は電話で研修管理室（内線３３８５）に連絡をすること。 

 

11-２ 時間外勤務の申請 

日直  ８：３０～１７：１５ 

宿直  １７：１５～８：３０ 

日勤  ８：３０～１７：１５ 

＊時間外が発生するのは以下のとおり 

・平日日勤終了後患者対応などで勤務が延長になった場合。 

・集合研修（安全管理 ２回／年 感染管理２回／年 医療倫理 2回/年） 

・当直明けで申請できるのは、 

金曜日の宿直明けの延長（土曜の朝８：３０以降） 

  土曜日の日直終了後（土曜日の夕方１７：１５以降） 

  土曜日の宿直明けの延長（日曜日の朝８：３０以降） 

  日曜日の日直終了後（日曜日の夕方 17：15 以降） 

  平日の日勤時間帯は職務免除になるので、時間外は発生しない。 

・委員会参加（時間外に行われた場合） 

・勤務時間外の緊急呼び出しの場合 

 

11-3 学会出張 

  研修医は指導担当の許可の下、１年度に１回出張が認められる。（発表者であれば 

何回でも出張扱いとなる） 

・参加費の支払期限の３週間前までに次の手続きを取ると、交通費と参加費・宿泊

費：規程の金額（宿泊を伴う場合）が病院から補助がされる。 

・学会員登録費は個人負担） 

・日常診療・研修業務に支障がないように、該当科および研修医間で事前に調整す

ること。     
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 ＊学会出張手続きについては手引き 12 参照 

 

11-４ 地域医療等の院外研修 

・通勤に自家用車使用の場合、「公務使用に係る自家用自動車届出書」を研修管理

室に必ず提出する。（春日井市職員に係る自家用自動車の公務使用に関する取扱

要綱に基づく）既定の交通費が翌月に支給される。 

  ・公共交通機関利用の場合、実費が翌月に支給される。バスの時間がないなど、や 

むを得ないためタクシーを利用した場合はタクシー代が支給されるので領収書 

を研修管理室に提出する。 

 

11-5 研修医宿舎の退室について 

 ・研修医宿舎は、次年度の研修医の入所のため 2 年次の 2 月中に退室となる。そ

れまでに次の住居を確保すること。 

 ・退室・転居の手続きについては、管理課施設担当へ。 
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第 12 章 研修の中断及び再開                               

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラム

にあらかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を長期にわたり休止すること、

又は中止することをいう。  

 

12-1 研修プログラムの中断 

研修管理委員会の勧告 

   １）研修病院の問題で研修プログラムの実施が不可能な場合。 

   ２）研修医が臨床医としての適性を欠き、指導・教育によっても、なお改善が不

可能な場合。 

   ３）妊娠、出産、育児、傷病等の理由で研修を長期にわたり休止または中止する 

場合。 

   ４）その他正当な理由がある場合。 

 

研修医からの申し出 

   １）妊娠、出産、育児、傷病等の理由で研修を長期にわたり休止または中止する 

場合。 

   ２）研究、留学などで研修を長期にわたり休止または中止する場合。 

   ３）その他正当な理由がある場合。 

 

12-2 中断の手順と報告 

  研修管理委員会は中断が必要と判断した場合、院長に勧告する。院長は、中断を

する場合、速やかに該当研修医に臨床研修中断証（厚生労働省 臨床研修に関する

条例の施行：様式１１）を発行する。院長は該当研修医の再開の支援を含む適切な

進路指導をする。さらに、臨床研修中断報告書（厚生労働省 臨床研修に関する条

例の施行：様式１２）及び当該中断証の写しを、管轄する地方厚生局健康福祉部医

事課あてに送付する。詳細は施行通知に従う。 

 

12-３．臨床研修の再開 

   臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を添

えて臨床研修再開を申し込む。当該管理者は、研修再開の日から起算して 1 ケ月

以内に、履修計画表（厚生労働省 臨床研修に関する条例の施行：様式１３）を、

管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する。詳細は施行通知に従う。 
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第 13 章 研修プログラムの修了  

                                   

13-１． 研修の修了基準 

１）必要履修期間等についての基準  

研修の休止期間が 90 日（研修機関（施設）において定める休日は含めない。）以

内であること。  

必修分野で必要履修期間を満たしていること。 

２）臨床研修の目標（臨床医としての適性を除く）の達成度の基準  

少なくともすべての必修分野について目標を達成していること、29 症例と 26 疾

病・病態についての病歴要約が全て承認され提出されていること。 

 ３）到達目標の達成度評価は研修修了直前のローテートで、到達目標 A・B・Cそれ

ぞれの各項目の評価が 3 以上に到達していることを確認し、3 以上に達していな

い場合には管理者の最終判断により既達・未達を決定する。  

４）管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはならな

い。  

（１） 安心、安全な医療の提供ができない場合  

（２） 法令・規則が遵守できない者  

  ＊研修の修了に必要な経験・記録等確認項目については手引き 13 参照 

 

13-2 研修の修了認定                                  

１．基準 

１）評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価に分けて行

う。両者の基準が満たされた時に修了と認める。 

２）研修医の研修期間の修了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対

して研修医毎の臨床研修の目標の達成状況を報告し、その報告に基づき、研修

管理委員会は研修の修了認定の可否についての評価を行う。  

３）研修管理委員会は、研修医の研修期間の修了に際し、臨床研修に関する当該

研修医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告する。 

４）管理者は、１３-1 の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認める

ときは、当該研修医に対して臨床研修修了証（厚生労働省 臨床研修に関する

条例の施行：様式１４）を交付する。  

５）管理者は、１３-2-1-４）に基づく臨床研修修了証の交付後１月以内に、臨

床研修修了証を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了

者一覧表を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出する。 また、修了し

た研修医に医籍への登録の申請を行うよう励行する。 
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13-3 研修修了後の進路                               

１）本人の希望があり当院が認める者は、さらに専門的な診療能力を修得するため

に、新専門医制度における専攻医となることができる。大学院進学、他の医療機

関で更なる研修を希望する場合は進路選択の相談に応じ、必要時には推薦状を交

付する。 

２）研修管理室は、当プログラム研修修了者の修了後の進路を定期的（２年ごと）

に把握し、研修修了者名簿を作成する。 

   

 13-4 臨床研修の未修了 

    研修期間の終了に際する評価において、院長が臨床研修を修了したと認めない

場合を未修了とする。原則として、引き続き同一の研修プログラムで研修を行う

ことを前提とする。未修了となる場合は、あらかじめ管轄の地方厚生局健康福祉

部医事課に相談し、未修了と判断した場合は速やかに通知する。詳細は施行通知

に従う。 
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第 14 章 研修記録の保管・閲覧                               

 

１．研修医に関する個人情報、研修情報は、研修修了日（中断日）から７年間保管

する。 

１）研修開始前評価（履歴書、受験記録など） 

２）レポート、症例サマリー 

３）協力型臨床研修病院の評価、記録など 

   ４）研修修了者名簿（永年保存） 

 

   臨床研修の記録はプログラム責任者が保管し、研修管理委員会、研修医（自己の

もの）は閲覧することができる。 
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第 15 章 臨床研修病院群及びその連携 

臨床研修協力型病院 

  施設名 所在地 

精神科 
特定医療法人八誠会 もりやま総合心療病

院  

〒４６３－８５７０ 

名古屋市守山区町北１１－５０ 

地域医療 

医療法人社団喜峰会 東海記念病院 

〒４８７－００３１ 

春日井市廻間町字大洞６８１－

４７ 

市立恵那病院 
〒５０９－７２０１ 

岐阜県恵那市大井町２７２５ 

小児ＮＩＣ

Ｕ 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第

一病院 

〒４５３－８５１１ 

名古屋市中村区道下町３－３５ 

障害医

療・療育 
愛知県医療療育総合センター中央病院 

〒４８０－０３９２ 

春日井市神屋町７１３－８ 

臨床研修協力施設  

  施設名 所在地 

予防医療 春日井市総合保健医療センター 

〒486－0804 

春日井市鷹来町 1 丁目 1番地

１ 

                         

 【連絡体制等】 

 ・研修実施前年に研修時期・期間等について、プログラム責任者（または副プログ

ラム責任者）が、各病院・施設と対面で説明・協議する。 

・当院研修管理室と各病院、施設の事務担当部署において、研修実施前年に研修受

入月の調整を行う。 

・研修開始前月までに各病院、施設へ履歴書、医師免許証の写し、保険医登録票の

写し等を提出する。 

・研修修了後は、指導医が評価票の記載を行い、当院研修管理室へ提出する。評価

票は事前に当院研修管理室より送付し、研修終了後返信していただく。 

・レポートは研修期間中に研修医が連携病院または施設の指導医に提出し、承認を

得たうえで、当院研修管理室に提出する。 
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15-1 協力型臨床研修病院としての役割                              

   次に掲げる他の基幹型臨床研修病院から研修医の受け入れについて要望があっ

た場合、随時該当診療科と調整し受け入れを決定する。 

１） 名古屋大学医学部附属病院 

２） 名古屋市立大学病院 

３） 愛知医科大学病院 

４） 旭労災病院 

５） 土岐市立総合病院 
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【手引き 1】 

            研修管理委員会 委員         令和４年４月１日現在 

№ 役職名 氏名 職名 

1 委員長 成瀬 友彦 院長 

2 副委員長    坂  洋祐 プログラム責任者兼研修管理室長兼腎臓内科主任部長 

3 委 員 平出 隆将 副プログラム責任者兼整形外科部長 

4 委 員 今井 和憲 副プログラム責任者兼脳神経内科部長 

5 委 員 佐々木 洋光 副院長 

6 委 員 祖父江 聡 副院長 

7 委 員 久保田 雅仁 副院長兼整形外科主任部長 

8 委 員 小栗 光俊 医務局長兼循環器内科主任部長 

９ 委 員 渡邊 真哉 医務局長兼外科主任部長 

10 委 員 松田 淳一 糖尿病・内分泌内科主任部長 

11 委 員 山下 史匡 脳神経内科主任部長 

12 委 員 岩田 晋 呼吸器内科主任部長 

13 委 員 平田 慶和 消化器内科主任部長 

14 委 員 関谷 隆宏 メンタルヘルス科主任部長 

15 委 員 河邊 太加志 小児科主任部長 

16 委 員 林 重正 脳神経外科主任部長 

17 委 員 伊藤 充彰 産婦人科主任部長 

18 委 員 深谷 信行 放射線診断科主任部長兼放射線治療科主任部長 

19 委 員 近藤 圭太 救命救急センター主任部長 

20 委 員 森田 麻己 集中治療部主任部長 

21 委 員 服部 芳明 薬剤局長 

22 委 員 重松 恭一 技術局長 

23 委 員 根岸 かほり 看護局長 

24 委 員 渡辺 寛 事務局長 

25 委 員 交代制 ２年目研修医 

26 委 員 交代制 １年目研修医 

27 外部委員 山田 桂太郎 愛知県医療療育総合センター中央病院小児神経科医長 

28 外部委員 岡山 政由 医療法人社団喜峰会東海記念病院理事長 

29 外部委員 細江 雅彦 市立恵那病院管理者 

30 外部委員 大城 誠 日赤愛知医療センター名古屋第一病院第一小児科部長 

31 外部委員 川島 邦裕 特定医療法人八誠会もりやま総合心療病院理事長 

32 外部委員 坂井 勝己 公益財団法人春日井市健康管理事業団事務局長 
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研修医教育ワーキンググループ 委員 

                                     令和４年４月１日現在 

№ 役職名 氏名 職名 

1 委員長 坂 洋祐 プログラム責任者兼研修管理室長兼腎臓内科主任部長 

2 委 員 平出 隆将 副プログラム責任者兼整形外科部長 

3 委 員 今井 和憲 副プログラム責任者兼脳神経内科部長 

4 委 員 小栗 光俊 医務局長兼循環器内科主任部長 

5 委 員 岩田 晋 呼吸器内科主任部長 

6 委 員 河邊 太加志 小児科主任部長 

7 委 員 伊藤 充彰 産婦人科主任部長 

8 委 員 近藤 圭太 救命救急センター主任部長 

9 委 員 會津 恵司 緩和ケアセンター主任部長 

10 委 員 細野 美穂子 研修管理室副室長 

11 委 員 山田 みちよ 救急外来看護師長 

12 委 員 交代制 ２年目研修医 

13 委 員 交代制 １年目研修医 
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【手引き２】 

【春日井市民病院組織図】                      令和４年４月１日現在 

 

 
医務局 

       内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科, 

    消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、整形外科、形成 

外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓外科、血管外科、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 

射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、 

救急科 

  

  

 

   

   救命救急センター ― 救急部、集中治療部 
  中央手術部 

透析センター 

  

  血管内治療センター 
      化学療法センター 

  緩和ケアセンター 

  糖尿病センター  
       脳卒中センター 

  放射線治療センター     

     小児アレルギーセンター  

     臨床検査部  

   

市民病院 
  

薬剤局 
 

薬剤科 
 

薬物療法支援、調剤、医薬品管理 
    

 
 

  院長 

  副院長  
技術局 

  

臨床検査技術室 

放射線技術室 

臨床工学技術室 

       
    

   

   

リハビリテーション技術室 
   

 

  栄養管理室 

臨床心理室 

診療支援室 

   

  

  

 
看護局 

 

 
 

 
事務局 

 

管理課 
 

庶務、経営企画、用度、情報、施設 
    

 
医事課 

 

医事、診療情報 
     

 

 
病院安全推進室 

 

 
 

 
感染対策室 

  

 
 

 
医療情報技術センター 

 

 
 

 
研修管理室 

 

 
  

 
医療連携室 

 

医療連携、医療社会事業   
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【手引き３】 

臨床研修指導医名簿 

№ 診療科 役職 氏名 № 診療科 役職 氏名 

1 腎臓内科 院長 成瀬友彦 27 化学療法センター 主任部長 古田美保 

2 腎臓内科 主任部長 坂 洋祐 28 中央手術部 主任部長 會津恵司 

3 透析センター 主任部長 三村哲史 29 外科 部長 小林真一郎 

4 糖尿病・内分泌内科 副院長 佐々木洋光 30 外科 部長 佐藤文哉 

5 糖尿病・内分泌内科 主任部長 松田淳一 31 外科 部長 林 友樹 

6 糖尿病・内分泌内科 部長 岡田由紀子 32 整形外科 副院長 久保田雅仁 

7 糖尿病・内分泌内科 部長 渡邊梨紗子 33 整形外科 部長 鈴木浩之 

8 脳神経内科 主任部長 山下史匡 34 整形外科 部長 平出隆将 

9 脳神経内科 部長 今井和憲 35 整形外科 医長 山崎 真 

10 脳神経内科 医長 遠藤利洋 36 リハビリテーション科 主任部長 緒方研吾 

11 呼吸器内科 主任部長 岩田 晋 37 脳神経外科 主任部長 林 重正 

12 呼吸器内科 部長 岩木 舞 38 心臓外科 主任部長 石川 寛 

13 消化器内科 副院長 祖父江聡 39 血管外科 主任部長 玉井宏明 

14 消化器内科 主任部長 平田慶和 40 皮膚科 主任部長 古橋卓也 

15 内視鏡センター 主任部長 高田博樹 41 泌尿器科 主任部長 福原信之 

16 消化器内科 部長 林 則之 42 産婦人科 主任部長 伊藤充彰 

17 循環器内科 主任部長 小栗光俊 43 産婦人科 部長 高村志麻 

18 循環器内科 部長 藤川裕介 44 産婦人科 部長 佐藤麻美子 

19 循環器内科 医長 片桐 健 45 眼科 医長 小笠原康伸 

20 循環器内科 医長 小山雄一郎 46 耳鼻咽喉科 主任部長 佐藤雄二 

21 精神科 主任部長 関谷隆宏 47 放射線診断科 主任部長 深谷信行 

22 小児科 主任部長 河邊太加志 48 放射線診断科 部長 富田 均 

23 小児科 部長 安達武憲 49 麻酔科 主任部長 高橋利通 

24 小児科 部長 前田 徹 50 集中治療部 主任部長 森田麻己 

25 小児アレルギーセンター 主任部長 小林貴江 51 病理診断科 主任部長 吉田めぐみ 

26 外科 主任部長 渡邊真哉 52 救命救急センター 主任部長 近藤圭太 

 

・各診療分野において各科代表医師が、模範的、指導的に役割を果たし統括する。 

・指導医が研修医を直接指導するのみならず、指導医の監督の下、上級医が研修医を

指導する。 
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【手引き４】                                                               

 

【研修管理体制】 
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【手引き５】 

1．2 年目の選択研修については、特定の分野・時期に研修医が集中しないよう、

研修管理室が希望を確認し、スケジュール調整を行う。 

２．選択分野の変更について 

選択分野の研修計画の作成は、研修医が積極的に研修に取り組めるようプログ 

ラム責任者等の助言を得つつ、同一年次の研修医の中で調整を図った後、各科代

表医師の承諾を得て行う。研修計画の変更についても、同様に行う。  

３．選択分野ローテート変更手続き 

選択分野のローテートの変更を希望する場合は、研修先の指導医に許可をとり、 

２週間前までにローテート変更届を研修管理室に提出する。 

 

 

 

＜研修計画 例＞       

１年目        

  1 2 3 4 5 6 

科名 救急部門 腎臓内科 小児科 
糖尿病 

・内分泌内科 
産婦人科 神経内科 

  7 8 9 10 11 12 

科名 救急部門 救急部門 循環器内科 消化器内科 外科 呼吸器内科 

２年目        

  1 2 3 4 5 6 

科名 地域医療 精神科 麻酔科 整形外科 脳外科 医療・療育 

  7 8 9 10 11 12 

科名 選択科 選択科 選択科 選択科 選択科 選択科 

研修順序は、各研修医により異なる。 
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【手引き６】 

手術、侵襲を伴う検査・処置等のハイリスク診療行為（当院規定） 

＊説明書と同意書が必要である 

(1)  手術（麻酔） 

(2)  輸血 

(3)  血液浄化  

(4)  化学療法 （点滴・内服） 

(5)  血管内治療 

(6)  内視鏡検査治療  ＊耳鼻科手技を除く 

(7)  経皮的穿刺治療 

(8)  造影検査 

(9)  経皮的臓器生検 ①腎生検②肝生検③CTガイド下骨生検 

(10) 中心静脈カテーテル挿入 ＊PICC を含む 

(11) 髄液検査 

(12) 骨髄検査 

(13) 出産に関わる産科的処置 

(14) 陣痛促進・陣痛誘発 

(15) 非挿管下における鎮静 

 

1) 緊急を要する場合で患者（患者・家族または保護者を含む）に説明と同意を求

めることができず、やむを得ず手術等を実施した場合は、手術等の終了後に患

者（患者・家族または保護者を含む）から同意書を得る。（救急マニュアルの「同

意書を必要とする医療行為を行う場合の対処法」P23 参照） 

 

説明と同意書（電子カルテトップ画面：院内共通マニュアル→診療記録→説明・

同意→説明・同意に関するマニュアル参照） 
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【手引き７】 

＜主治医、担当医の役割＞ 

主治医とは治療に当たる医師の中で中心になる医師であり、疾患の治療方針全般

に対して責任を有する医師のことである。従って患者の身体状況・生活環境・家族

関係・社会性などについて最もよく理解していることが望まれる。 

担当医は患者の診療全般において主治医をサポートする。軽微な治療方針は担当

医の判断だけで決定、実施できるが、同意を必要とする検査・治療などは主治医と

の合議が必要とされる。主治医が何らかの理由で不在になった場合には主治医に代

わり患者の診療に当たれるよう、患者の全般的な状況を主治医同様に把握しておく

ことが望まれる。 

当院の規定では 3年目以上の常勤医が主治医になりうる。（外来主治医に関して

は非常勤医も主治医になりうる）また担当医には全ての医師がなりうる。主治医不

在時に担当医が研修医のみの場合は、該当科部長が 3 年目以上の医師を主治医代行

に指名する。（医師の心得と診療に関する院内規制） 
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【手引き 8】 研修医サマリー担当診療科 

 

№ 項目 担当科

1 ショック 内科６科、産婦人科

2 体重減少・るい瘦 内科６科

3 発疹 皮膚科、小児科等

4 黄疸 消化器内科、外科

5 発熱 内科、小児科等

6 もの忘れ 脳神経内科、脳神経外科

7 頭痛 脳神経内科、脳神経外科

8 めまい 脳神経内科、脳神経外科

9 意識障害・失神 脳神経内科、脳神経外科

10 けいれん発作 脳神経内科、脳神経外科、小児科

11 視力障害 眼科等

12 胸痛 循環器内科

13 心停止 循環器内科

14 呼吸困難 呼吸器内科、小児科

15 吐血・喀血 消化器内科、外科、呼吸器内科

16 下血・血便 消化器内科、外科

17 嘔気・嘔吐 消化器内科、小児科

18 腹痛 消化器内科、小児科、外科、産婦人科

19 便通異常（下痢・便秘） 消化器内科等

20 熱傷・外傷 外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科

21 腰・背部痛 整形外科

22 関節痛 整形外科

23 運動麻痺・筋力低下 脳神経内科、脳神経外科、整形外科

24 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 泌尿器科

25 興奮・せん妄 脳神経内科、もりやま総合心療病院

26 抑うつ もりやま総合心療病院等

27 成長・発達の障害 小児科

28 妊娠・出産 産婦人科

29 終末期の症候 内科６科、外科

30 脳血管障害 脳神経内科、脳神経外科



 

63 

 

  

№ 項目 担当科

31 認知症 もりやま総合心療病院等

32 急性冠症候群 循環器内科

33 心不全 循環器内科

34 大動脈瘤 循環器内科

35 高血圧 循環器内科

36 肺癌 呼吸器内科

37 肺炎 呼吸器内科、小児科

38 急性上気道炎 呼吸器内科、小児科

39 気管支喘息 呼吸器内科、小児科

40 慢性閉塞性肺疾患（COPD） 呼吸器内科

41 急性胃腸炎 消化器内科、小児科

42 胃癌 消化器内科、外科

43 消化性潰瘍 消化器内科

44 肝炎・肝硬変 消化器内科

45 胆石症 消化器内科、外科

46 大腸癌 消化器内科、外科

47 腎盂腎炎 泌尿器科、腎臓内科

48 尿路結石 泌尿器科

49 腎不全 腎臓内科

50 高エネルギー外傷・骨折 整形外科、外科、脳神経外科

51 糖尿病 糖尿病・内分泌内科

52 脂質異常症 糖尿病・内分泌内科

53 うつ病 もりやま総合心療病院等

54 統合失調症 もりやま総合心療病院等

55 依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博） もりやま総合心療病院等

56 CPC病理担当

57 CPC臨床担当

＊内科６科：循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、腎臓内科

＊担当科に複数の科が書かれている場合は、いずれかのローテートで記載する。
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【手引き 9】 

診療記録について 

 日々の診療録（退院サマリーを含む）は速やかに記載し、指導医あるいは上級委の

指導・承認を受ける。入院患者の退院サマリーには、病歴、身体所見、アセスメント、

プラン（診断、治療方針、教育）、考察などを記載する。退院サマリー・中間サマリー

を症候および疾病・病態の研修を行ったことの確認に用いる場合であって考察の記載

がない場合、別途、考察を記載した文書の提出と補完を必要とする。 

 

１）カルテの記載方法と指導医のカウンターサインについて 

カルテの記載、指示は、指導医の承認を受けなければならない。記載したカル

テの指導医のチェックを参照し、今後の診療に生かす。また間違い等は速やか

に訂正すること。 

２）救急外来のカルテについて 

①患者選択前に自分の専任指導医を選択する。 

②外来事務で選んだ診療科が適切でない場合は変更する。 

③コンサルトする科が複数にわたる場合は主たる診療科を選ぶ。 

④指導医を専任指導医であっても承認は各診療科で行う：ナビゲーションマップ

の共通→研修医カルテ承認をクリック→一覧から内容を確認→差し戻しの場合

は修正や削除を行う。 

３）入院患者のカルテについて 

①各診療科の部長または代表医師を指導医（病理部は立山医師）として入力する。 

②各診療科の部長または代表医師（各診療科指導医間で役割分担）が確認をする。 

ナビゲーションマップの共通→患者情報→利用者ポータル→未承認一覧→カ

ルテ閲覧→承認、差し戻し、コメントなど部長または代表医師以外の指導医が

カルテをチェックする時ナビゲーションマップの共通→患者情報→研修医カ

ルテ承認→各診療科の部長、代表医師を選択→承認状態の確認→未承認なら、

カルテを閲覧しチェック（カウンターサイン）する。 

 

 

 

４）研修医サマリーと退院サマリー

 

 

 

＊院外での研修中に経験した症候、疾病・病態、及び CPC 病理担当、CPC 臨床担

当についてはレポートとして作成し研修管理室に提出する。 

担当診療科の指導医の役割 

各診療科でだれがカルテ承認をするか決めておく。原則的には、指導医講習会

を受講した指導医がカルテを承認する。指導医講習会を受講していない部長も

承認可能。卒後 7 年以上の医師も指導医のもとカルテ承認可能。 

①救急一覧→各診療科の救急患者一覧からカルテを閲覧→カルテ内容に問題が

なければ、承認をクリック、コメント入力も可能。軽微な誤りであれば修正承

認を行う。 

②差し戻しなど、必要に応じて指導医コメントを記載する。 
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４）退院サマリー 

①担当した患者が退院したら必ず退院サマリーを指導医（または主治医）の指導

のもと完成し付箋を付けてフォルダ「研修医サマリー」内に確定保存する。 

②EPOC2 に登録し、指導医に評価を依頼する。 

③担当終了時（患者が退院しておらず、研修終了などで担当終了時）は、サマリ

ーを記載する。そして、必ず退院サマリーを仮保存にする。（仮保存すればその

後主治医がサマリーを書き換えたりしてもサマリー上に履歴として研修医の

記録が残る） 

  

５）研修医サマリーの記載方法と評価依頼 

 ①電子カルテ内テンプレート→研修医ファイル→研修医サマリー 

②経験すべき症候 29 症候か経験すべき疾病・病態 26 疾病・病態のどちらかを

選択し、何についてのサマリーなのか選択する。 

③シート 3 枚を記入する（①主訴／現病歴／既往歴／アレルギー②身体所見／

検査所見／アセスメント③プラン／考察） 

④全体付箋を付けて、フォルダ「研修医サマリー」内に確定保存する。 

⑤EPOC2 に登録し、指導医に評価を依頼する。（次ページ参照） 

⑥指導医は研修医サマリーの内容を確認し EPOC２上で承認する。差し戻しの

場合はコメントを入力する。 

＊承認されるまで１～５を繰り返し行う。 
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【手引き 10】 

  症例検討会、内科合同勉強会、医師合同勉強会、CPC、救急医療勉強会等の担当者

の役割 

 

１． 部屋の確認 

① 講堂 A・B・C の場合はプロジェクター・PC・ポインター等を管理課で借り、

セッティングする。（備品の借用予約すみ） 

② スキルスラボにはモニターが 2 台・PC1 台・短焦点プロジェクターがあるが、

朝の症例検討会では電子カルテを使用するため、前日 17:15 までに情報管理

事務室で電子カルテを借りてセッティングしておく。 

 

２． 参加者の名簿作成 

管理課（経営企画担当側）の名簿作成ソフトが入った PCを借りる。 

＊使用方法は PC デスクトップに記載してある。 

 

３． 研修参加者の報告 

研修終了後（翌日で可）、名簿を USB の取り出し、研修管理室に提出（参加確

認のため必要） 

＊名簿作成ソフト入りの PC を借りることができなかった場合は、手書きで構

いませんので参加者名簿を提出してください。 
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【手引き 11】 

CPC レポートの記載方法  

①臨床担当と病理担当が 2 人一組になりレポートを完成させる。 

②臨床担当は剖検前のプロブレムリストを掲載し剖検報告を受けてさらにリスト 

を展開する。 

③プロブレムリストは臨床担当が立てたもので、病理担当はプロブレムリストを 

展開する必要はない。 

④考察は臨床、病理それぞれの立場で行う。 

⑤CPC レポートは、CPC 終了後１週間以内に研修管理室に提出。 

＊このレポートは厚生労働省が定めた必須項目のため、必ず提出すること。 

 

 その他 レポートの書き方 

  症例レポート：提出するテーマについての記載 SOAP にのっとり記載する 

   ・S.O はすでに現病歴や身体所見、検査所見に記載されていれば当該部分と同

じでよい。 

   ・A については、 

経験すべき症候：鑑別すべき疾患をあげながら、その根拠となるデータを示

し、診断に至る過程を記載する。さらに実査の診断を診断根拠をして示すと

ともに、治療が行われ、どのような経過をたどったかも(実際は外来で帰宅さ

せて、自分は診療していなくても)カルテで確認し記載すること。 

    経験すべき疾病・病態：入院後経過とともに、診断・治療についての考察を

する。 

   ・P にはその患者を帰宅（退院）、入院されるときに行ったことを記載する。

（考察ではない） 

    例：Ex 患者または家族に説明・説得・指導した内容を具体的に書く。 

      Tx 薬物治療 

      Dx 次の受診日、予約した検査内容 
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【手引き 12】 

 学会出張手続き 

①参加する学会の概要（大会名、日程、登録方法、参加費の金額、支払い方法、

支払い期限、プログラム）を印刷し、出席するプログラムの項目に印をつけて

管理課庶務担当に提出する。（飛行機を利用する場合は、事前に管理課庶務担

当に相談する。） 

②管理課庶務担当で学会出張申請書をもらい、記入して提出する。 

③研修医は、管理課庶務担当が処理した書類を研修管理室に提出し、研修管理室 

長印をもらう。 

④交通費、宿泊費（宿泊を伴う場合）が出張前日までに自分の口座に振り込まれ 

る。確認のうえ、後日研修管理室の旅行命令簿に受け取りの押印をする。（事前 

参加登録の場合、参加費は病院から学会に振り込む。当日払いの場合は、交通 

費、宿泊費と共に自分の口座に振り込まれるため領収書を必ず管理課へ提出す 

る。） 

注）参加費のクレジットカード決済は原則認められていないため、自分で決済 

 しないこと。 

⑤学会終了後１週間以内に復命書を書き研修管理室に提出すること。 

（院内共有フォルダ→４０４研修医→復命書） 

復命書には学会で発表した内容・聴講した内容等と、今後の自身の医療にど 

のように役立てるつもりかなども記載すること。 

⑥日常診療・研修業務に支障がないように、該当科および研修医間で事前に調整

すること。 

 

 

  ＊１ヶ月しても復命書が未提出の場合、復命書を提出するまで研修管理室所属の全

職員が学会参加できなくなるため注意すること。 
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【手引き 13】 

研修終了に必要な経験・記録 

 １）臨床検査研修、チーム医療研修、予防医療研修確認票に経験日と印（サイン）

があること。 

 ２）一般外来研修の実施記録表で 20 日以上経験していることが確認できること。 

 ３）診断書、死亡診断書、紹介状等を必ず 1例以上経験していること。 

  （院内共有フォルダ→404 研修医→１．研修医経験データに記入のこと） 

 ４）剖検に 1 例以上参加していること。 

  （院内共有フォルダ→404 研修医→１．研修医経験データに記入のこと） 

 ５）CPC レポートを提出していること。 

 ６）経験すべき疾病・病態の研修医サマリーが記載され・承認されていること。 

＊その中の少なくとも 1 症例は外科手術に至った症例であること。（手術に至っ

たというだけでなく、術前・術後管理に参加した症例を選択すること。原則と

して外科ローテート中の症例を選択すること。） 

   外科手術に至った症例については、EPOC2 への登録とレポート (院内共有フ

ォルダ→404研修医→研修医レポートひながた→症例レポート（手術症例）に

あり）提出を行うこと。 

 ７）分娩の経験（経腟分娩と帝王切開合わせて 10 例、最低でも経腟分娩を 5 例経

験できるようにすること。 

  （院内共有フォルダ→404 研修医→１．研修医経験データに記入のこと） 

  ＊分娩については、症例数が少なくなっているので逃すことのないよう注意する

こと。産婦人科研修中は常にお産の予定について確認し、病棟助産師にお産が

あった場合、連絡をもらえるよう依頼しておくと良い。 

 ８）認知症（血管性認知症含む）、気分障害（うつ病、躁うつ病を含む）、統合失調症

（精神分裂病）についてはもりやま総合心療病院で承認を受けたレポートも可。 

 

 

 

 

 

いずれにしても困ったこと、不明なことがあればなんでもいつでも研修管理室に相談、

問い合わせること。(研修管理室 内線 3385) 

 

 

 


