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行動目標と経験目標 

◆臨床研修の基本理念 

２００４年に新しく開始された医師臨床研修の基本理念は、以下のように定められている。 

臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、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。 

◆臨床研修の到達目標 

到達目標 

 １．行動目標 

   医療人として必要な基本姿勢・態度 

 ２.経験目標 

   A 経験すべき診察法・検査・手技 

   B 経験すべき症状・病態・疾患 

   C 特定の医療現場の経験 

 

1. 行動目標  

医療人・社会人として必要な基本姿勢・態度を身につける 

医師としての医療活動の様々な局面において基本となるものであって、当然のことながら生涯貫かれ

るべき行動規範である。以下、「新医師臨床研修制度におけるガイドライン」 

を基本とした各項目を示し、解説する。 

 

（１）医師-患者関係 

患者を全人的・社会的に理解し患者・家族と良好な人間関係を確立するために、 

①患者・家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる 

②医師、患者、家族がともに納得できる医療行為を行うためのインフォームド・コン 

セントが実施できる 

③守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる 

④医療人・社会人としての礼節・マナー・身だしなみなどを身に着け、常識的行動が 

とれる 

   

     ①患者・家族のニーズの把握 

   ・患者・家族の話をよく傾聴し、たとえ専門的見地からみて的外れと思われてもすぐに話を遮っ

たり否定したりしない。 

   ・患者の言葉を復唱・要約し確認することによって医療者側の認識のずれが無いよう 

にする。 
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   ②インフォームド・コンセントの実践 

    ・検査や治療計画などについてわかりやすく説明し、患者・家族の了解を得て行う 

    ・専門用語は避け、一般の人にもわかりやすい表現を用いる 

    ・説明を行うための適切な時期や場所・機会に配慮する 

    ・説明を受ける患者・家族の心理状態や理解度について配慮する 

    ・患者・家族に選択肢や情報を提示し、それらが十分に理解された上で患者の意思決定を尊重

する 

        ・セカンドオピニオンの意味と、意思決定に際しての意義を説明する 

   ③守秘義務とプライバシー 

    ・医療者の守秘義務は法律で定められており、厳守する 

    ・たとえ医療者間であっても不必要な情報は共有すべきではない 

    ・病状説明を行う際、プライバシーが守られる環境であることに配慮する 

    ・たとえば保険会社や勤務先など、第三者に対し個人情報を提供する場合は、必ず患者の同意

が必要である 

    ・検査・治療を行うにあたって家族の同意も必要な場合、どの対象者に説明を行うべきかは患

者本人の同意を得る必要がある 

    ・意識障害・重度認知症等の場合、本人の同意を得ず適切な第三者に病状を説明 

     することはやむおえない しかし本人が回復した場合は速やかに説明し、誰に病状の説明を

行ったのかも告げておく 

   ④医療人・社会人としての常識的行動 

    ・診療を行う際 見苦しくない服装やネームプレートの着用など身だしなみに留意する 

    ・初対面の際の自己紹介や日常的挨拶など、社会で一般的に行われるべきことは医療施設にお

いても同様である 

    ・敬意ある言葉使いを心掛ける 相手を見下したり、まるで幼児や友人に対して使うような言

葉は論外である 

 

（２）チーム医療 

医療チームの一員としての役割を正しく理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種と協力・

協調するために 

①指導医・上級医・専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる 

②他職種の役割が理解でき、医師や他職種との間に適切なコミュニケーションがとれる 

③同僚や後輩に教育的配慮ができる 

④患者の転入・転出にあたり、情報を交換できる 

⑤地域の医療・福祉・保健・行政機関などの担当者とコミュニケーションがとれる 

 

  ①指導医・専門医へのコンサルテーション 

   ・自分で判断・遂行できることと、指導医などに相談すべきことを区別する 

   ・病状の進行の速いものはコンサルテーションの時期を逸しないようにする 
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  ②他職種の役割の理解と適切なコミュニケーション 

  ・患者の問題解決には多職種の関わりが必要なことを学ぶ 

   ・診療録の記載は POS（Problem Oriented System）を原則とし、全ての関係者が理解できる

表現や用語を用いる 

  ・他職種カンファレンスに積極的に参加し、治療や支援について協議する 

  ・各職種の評価を基にチーム全体で治療計画を策定する 

  ③同僚・後輩への教育的配慮 

    ・同僚や世代の近い先輩から学ぶことは多い 

・日常臨床やカンファレンス・症例提示・ミニレクチャーなどで後輩や他のスタッフに教える

ことによって自分自身の学習にもなる（最も効果の高い学習方略は、他者に教えることであ

る） 

    ④患者の転入・転出時の情報交換 

    ・入院サマリー・退院時サマリーを速やかに作成する 

    ・院外の医師や関係者に「診療情報提供書」を書く 

    ・介護保険の介護認定を受けるための「主治医意見書」を書く 

    ⑤関係諸団体の担当者とのコミュニケーション 

    ・関係諸機関から該当患者について求められる情報を的確にまとめ、伝達・協議する 

 

（３）問題対応能力 

患者の問題を把握し問題対応型の思考をおこなうために 

①臨床上の問題点を解決するための情報収集ができ、それを評価して当該患者への適応

を判断できる(EBM の実践ができる) 

②指導医や他のスタッフに適切なコンサルテーションが出来る 

③保険制度、公費負担制度を理解し、社会資源を利用できる 

④地域の医療・福祉・保健機関との連携がとれ、それぞれの役割を患者に適応で 

きる 

⑤患者家族と、問題解決にむけたコミュニケーションがとれる 

 

①情報収集と評価・適応 

・患者が有する問題を多角的に検討する 

・把握した問題を緊急性・重要性・解決可能性に応じて分類し、取り組むべきものを選択する 

・問題解決のための情報収集法として、患者からの聴取、専門家への相談、教科書、ガイドラ

イン、マニュアル、Up-to-dateなどにあたる、Pubmed文献検索などの手法を身につける 

 ・問題解決の実施に当たっては、安全性と有効性が最大になるよう配慮する 

 ・医学研究論文の読み方に習熟し、患者への適応の妥当性を検討して利用する 

②④→（２）チーム医療 ③→（８）医療の社会性 ⑤→（１）医師―患者関係 

 へ解説をゆずる 
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  (４)学習及び学術活動・症例呈示 

 医師として生涯学び続け、臨床能力を向上させるための態度を養うために 

①臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ 

 ②症例や研究のプレゼンテーションとディスカッションができる  

③学術集会に参加し、発表を行う 

④剖検の依頼ができ、CPC での発表を行う 

⑤自己管理能力を身につけ、基本的診療能力の向上に努める 

     ①②③ 

     ・学会発表や論文作成に積極的に取り組む。特に最初は症例報告からやるとよい。 

      様々なカンファレンスや研究会で症例呈示の発表と討論の経験を積む 

     ・院内においても発表し、予演は必ず行って内容を検討する 

      ④剖検・CPC 

・死亡した患者について病態・治療効果など問題点をピックアップする。 

・遺族に剖検の申し出を行う。その際、言葉使いなど遺族の心情に十分配慮した態度で臨む 

・CPCには必ず参加し、自ら経験した症例の発表はもとより、他の医師の症例についも積極的

に検討する 

⑤自己管理 

・自己学習や研究活動を日常的・能動的に行ってゆくことを習慣として身につける 

・EBM的問題解決の技法を日常診療での問題解決に使用する 

・自己啓発の手法を身につける。ポートフォリオを作成する 

・健康管理、ストレスへの対処法、時間管理を身につける 

      

(５)安全管理 

 

 

 

 

 

①安全確認の考え方の理解 

・院内安全管理マニュアルを理解する 

     ・患者を安全確認のためのパートナーとして認める 

     ・「人間は間違える」という本質（ヒューマンファクターズ）を理解する 

     ・安全のため、自分のストレス、疲労、感情などリスクが高まる状態をコントロールする 

     ・医療安全のためには、コミュニケーションやチームの役割が重要であることを理解する 

     ・不明な点があれば質問を確認し、明確にしておく 

     ・侵襲的処置を行う場合はよく準備して臨み、独力では無理と考えたら指導を求める 

     ・投薬時は５R（患者・ルート・時間・量・薬剤）を確認、不明確なら必ず調べる 

 

患者及び医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身につけるために             

①医療を行う際の安全確認の考え方を理解し実践できる  

②医療事故防止および事故後の対応について、マニュアルに沿って行動できる 

③院内感染対策（Standard Precautions）を理解し、実施できる 
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   ②医療事故防止・事故後の対応 

   ・誠実さ・正直さ（隠さないこと）・共感が患者家族の信頼の基礎になることを理解する 

   ・有害事象、苦情の発生時には指導者に報告、支援を求め対処する 

   ・日常的にきちんとしたカルテ記載をしておくことが重要。特に有害事象発生時には正確・迅速

かつ漏れのない記録を作製し、インシデントレポートを提出する 

   ・有害事象から学び、患者を守る。医療安全委員会に研修医の代表が委員として参加する 

      ・医療安全のためのデータ収集、エラー分析、フィードバックの重要性を理解する 

   ③院内感染対策 

   ・標準的予防策・経路別予防策・隔離を適切に実施する 

   ・手洗い、手指消毒を確実に実行する 

   ・手術時の感染防止を理解する 

   ・必要に応じ防護服・防護具を使用し、廃棄する 

   ・血液や他の体液に接触した時適切に対処する 

   ・鋭利な器具を適切に使用し廃棄する 

   ・血管内留置カテーテル感染防止のための必要事項を理解し実施する 

   ・その他の留置カテーテル感染防止のための必要事項を理解し実施する 

   ・抗生剤を適正に使用する（発熱の原因精査、抗生剤による推定治療、狭域化、中止のプロセス） 

   ・院内感染対策委員会において症例プレゼンテーションを行う 

    

（６）医療面接 

 

 

 

 

 

 

   ①コミュニケーションスキル 

     ・十分な患者情報は円滑なコミュニケーションによって引き出せるものであることを理解す

る 

    ②病歴聴取 

     ・的確な聴取が、引き続き身体診察や検査の内容を決定してゆくことを理解する 

     ・鑑別診断を念頭に置き、陰性所見（～は無い）も含めた聴取をおこなう 

 

 

 

 

 

 

患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接を 

実施するために 

①コミュニケーションの意義を理解し、スキルを身に着ける 

 患者の受診動機・受療行動を把握できる 

②病歴（主訴・現病歴・既往歴・家族歴・生活・職業歴）の聴取と記録ができる 
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 （７）医療の社会性 

 

 

 

 

 

    

 

①保険医療法規・制度 

   ・医師として知っておくべき法規・制度の概要を把握する 

   ・結核など感染症法に基づき適切な医療が行える 

   ・診断書・証明書・死亡診断書・死体検案書などの交付義務について理解する 

   ・児童虐待・DV（配偶者暴力）への対処法、覚醒剤・危険ドラッグなど違法薬物濫用を知った時

の対処法を学ぶ 

   ・院内暴力への対応について学ぶ 

   ②医療保険・公費負担制度 

   ・「療養担当規則」「日本医薬品集」に準拠した診療行為が行えるよう努める 

   ・診療報酬明細書提出前には点検を行い、返却に対する回答・査定に対する再審査請求の記載要

領を学ぶ 

   ・MSWや事務担当者の協力をえて公費負担制度を理解する。特に保険証の交付申請や生活保護制度

の活用は患者にとっては死活的意味を持つことを理解する 

   ③医の倫理・生命倫理 

   ・医師が順守すべき義務を記した「ジュネーブ宣言」、患者の権利を記した「患者の権利に関する

リスボン宣言」、ヒトを対象とした医学研究の倫理原則を記した「ヘルシンキ宣言」等を理解し、

倫理観の向上に役立てる 

   ・医療現場で遭遇する倫理的問題をチームで検討することの重要性を学ぶ 

   ・社会で報道される医療倫理的・法的問題に関心をもつ 

   ④医薬品や医療器具による健康被害の発生防止 

   ・個々の医薬品に関する禁忌と代表的副作用につき理解する 

   ・薬剤使用中に発現した症状は、副作用ではないかという意識を堅持する 

   ・副作用に発現時の対処法を学ぶ     

    

２.経験目標 

A.経験すべき診察法・検査・手技 

（１）基本的診察法 

 病態の正確な把握ができるよう、全身にわたる身体診察を系統的に実施し記載するために     

① 全身の観察（バイタルサイン、精神状態の把握、皮膚や表在リンパ節の診察を含む）ができ、記載

できる 

医療のもつ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献するために 

①保健医療法規・制度の理解の上に適切な行動がとれる 

②医療保険・公費負担制度を理解し、適切に利用できる 

③医の倫理・生命倫理について理解し、適切な行動がとれる 

④医薬品や医療器具による健康被害の発生防止について理解し適切な行動がとれる 
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② 頭頸部の診察（眼瞼結膜・眼底・外耳道・鼻腔口腔・咽頭の観察、甲状腺の触診を含む）ができ、

記載できる 

③ 胸部の診察（乳房の診察を含む）ができ、記載できる 

④ 腹部の診察（直腸診を含む）ができ、記載できる 

⑤ 泌尿器・生殖器（産婦人科的診察を含む）の診察ができ、記載できる 

⑥ 骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる 

⑦ 神経学的診察ができ、記載できる 

⑧ 小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む）ができ、記載できる 

⑨ 精神面の診察ができ、記載できる 

 

（２）基本的臨床検査 

病態・臨床経過・医療面接・身体所見から得られた情報に基づき必要な検査を計画する 

  

 ★必須項目 必ず経験（受け持ち患者の検査として診療に活用すること）があること 

   ※は自ら実施し、結果を解釈できることが求められるもの（検査で自ら実施するものについ

ては、受け持ち症例でなくてよい） 

   ※以外は検査の適応が判断でき、結果の解釈ができるもの 

 ①一般尿検査（尿沈渣顕微鏡検査を含む） 

 ②便検査（潜血・虫卵） 

 ③血球計算 ※ 血液像（白血球分画） 

 ④血液型判定・交差適合試験 ※ 

 ⑤12 誘導心電図 ※  負荷心電図  

 ⑥眼底検査（眼底鏡を用いるもの）※ 

 ⑦動脈血ガス分析 ※ 

 ⑧血液生化学的検査  

 ⑨血液免疫血清学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査を含む）  

 ⑩細菌学的検査・薬剤感受性検査  

   検体の採取（血液・尿・痰・髄液・胸水）※ 

   グラム染色  

 ⑪肺機能検査（スパイロメトリー） 

 ⑫髄液検査 ※ 

⑬内視鏡検査 （上下部消化管）  

 ⑭超音波検査（心臓、腹部）※ 

⑮単純 X線検査  

 ⑯X 線 CT検査  

 ⑰細胞診・病理組織検査 

⑱造影 X線検査 

⑲MRI検査  
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 ⑳核医学検査 

 ㉑神経生理学的検査（脳波・筋電図など） 

(３)基本的手技 

  ★基本手技は、すべて自ら実施した経験があること 

 ①気道確保・気管挿管を実施できる  

 ②人工呼吸を実施できる  

 ③心マッサージを実施できる  

 ④圧迫止血法を実施できる  

 ⑤包帯法を実施できる 

 ⑥注射法（皮内・皮下・筋肉・末梢静脈・末梢血管の確保・中心静脈確保）を実施できる 

 ⑦採血法（静脈血 動脈血）を実施できる 

 ⑧穿刺法（腰椎・胸腔・腹腔）を実施できる 

 ⑨導尿法を実施できる 

 ⑩ドレーン・チューブ類の管理ができる 

 ⑪胃管の挿入と管理ができる 

 ⑫局所麻酔法を実施できる 

 ⑬創部消毒とガーゼ交換を実施できる 

 ⑭簡単な切開排膿ができる 

 ⑮皮膚縫合法を実施できる 

 ⑯軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる 

 ⑰除細動を実施できる 

 

（４）基本的治療法 

 ①療養指導（安静度・体位・食事・入浴・排泄・環境整備）ができる 

 ②薬物の作用・副作用・相互作用について理解する 

  薬物治療（抗菌剤・副腎皮質ステロイド剤・解熱剤・麻薬・血液製剤を含む）ができる 

 ③基本的な輸液ができる 

 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、実施できる 

 

（５）医療記録 

 チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理するために、 

 ①診療録（退院時サマリーを含む）を POS（Problem Oriented System）に従って記載し管理で

きる 

 ②処方箋・指示箋を作成・管理できる 

 ③診断書・死亡診断書（死体検案書を含む）・その他証明書を作成・管理できる 

 ④CPC（臨床病理検討会）レポート（剖検報告）を作成・管理できる 

 ⑤紹介状と紹介状への返信を作成・管理できる 

 ★これらはすべて必修項目であり、自ら行った経験があること 
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（６）診療計画 

 ①診療計画（診断・治療・説明を含む）を作製できる 

 ②診療ガイドラインやクリニカルパスを理解し活用できる 

 ③入退院の適応を判断できる（デイサージェリーを含む） 

 ④QOLを考慮した総合的管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を含む）の作成へ

参加する 

 

B.経験すべき症状・病態・疾患 

 （１）頻度の高い症状 

  ◆必須項目 1～20については経験（自ら診察し鑑別診断をおこなうこと）し、 

レポートを提出する 

  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.視力障害・視野狭窄 

  9.結膜充血 

  10.胸痛 

  11.動悸 

  12.呼吸困難 

  13.咳・痰 

  14.嘔気・嘔吐 

  15.腹痛 

  16.便通異常（便秘・下痢） 

  17.腰痛 

  18.四肢のしびれ 

  19.血尿 

  20.排尿障害 

   ※レポートは指導医とのディスカッションの内容を含むものとし、指導医の評価を受けるこ

と 

21.全身倦怠感 

  22.食欲不振 

  23.体重減少・体重増加 

  24.黄疸 

  25.けいれん発作 
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  26.失神 

  27.聴覚障害 

  28.鼻出血 

  29.嗄声  

  30.胸焼け 

  31.嚥下困難 

  32.関節痛 

  33.歩行障害 

  34.尿量異常 

  35.不安・抑うつ 

 

（２）緊急を要する症状・病態 

 ◆必須項目 1～11については経験（初期治療に参加）すること 

 1.心肺停止 

 2.ショック  

 3.意識障害 

 4.脳血管障害 

 5.急性心不全 

 6.急性冠症候群 

 7.急性腹症 

 8.急性消化管出血 

 9.外傷 

 10.急性中毒 

 11.熱傷 

  12.急性呼吸不全 

 13.急性腎不全 

 14.流・早産および満期産 

 15.急性感染症 

 16.誤飲・誤嚥 

 17.精神科領域の救急 

 

（３）経験が求められる疾患・病態 

◆必修項目  1～10については入院患者を受け持ち、診断・治療方針について症例レポートを提出

すること 

1.脳・脊髄血管疾患（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血） 

2.心不全 

3.高血圧症（本態性、二次性） 

4.呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） 
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5.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） 

6.腎不全（急性・慢性腎不全、透析） 

7.糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖） 

8.認知症（脳血管性認知症も含む） 

9.気分障害（うつ病、躁鬱病を含む） 

10.統合失調症 

 ※レポートは指導医とのディスカッションの内容を含むものとし、指導医の評価を受けること 

  

◆必須項目  外来診療、または受け持ち患者（合併症も含む）で自ら経験すること 

 ○血液・造血器・リンパ網内系疾患 

  11.貧血（鉄欠乏性、二次性） 

 ○皮膚疾患 

  12.湿疹・皮膚炎群（接触性皮膚炎・アトピー性皮膚炎） 

 13.蕁麻疹 

  14.皮膚感染症 

 ○運動器（筋骨格）系疾患 

  15.骨折 

 16.関節・靱帯の損傷および障害 

 17.骨粗鬆症 

 18.脊椎障害（腰椎椎間板ヘルニア） 

 ○循環器疾患 

 19.狭心症・心筋梗塞 

 20.不整脈（主な頻脈性・徐脈性不整脈） 

 21.動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤） 

 ○呼吸器疾患 

 22.呼吸不全 

 23.閉塞性・拘束性疾患（気管支喘息、気管支拡張症） 

 ○消化器系疾患 

 24.小腸・大腸疾患（イレウス・急性虫垂炎・痔核・痔瘻） 

 25.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） 

 26.横隔膜・腹壁・腹膜疾患（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） 

 ○腎・尿路系疾患 

 27.泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石・尿路感染症） 

 ○妊娠分娩と生殖器疾患 

 28.妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥） 

 29.男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍） 

 ○内分泌・栄養・代謝系疾患 

  30.高脂血症 
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 ○眼・視覚系疾患 

  31.屈折異常（近視・遠視・乱視） 

  32.角結膜炎 

  33.白内障  

  34.緑内障 

 ○耳鼻咽喉・口腔系疾患 

  35.中耳炎 

  36.アレルギー性鼻炎 

 ○精神・神経疾患 

  37.身体表現性障害、ストレス関連障害 

 ○感染症 

  38.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） 

  39.細菌感染症（ブドウ球菌、MRSA,A 群連鎖球菌、クラミジア） 

  40.結核 

 ○免疫・アレルギー疾患 

  41.関節リウマチ 

  42.アレルギー疾患 

 ○物理・化学因子による疾患 

  43.熱傷 

 ○小児疾患 

  44.小児けいれん性疾患 

  45.小児ウイルス性感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発疹、インフルエンザ） 

  46.小児ぜんそく 

 ○加齢と老化 

  47.高齢者の栄養摂取障害 

  48.老年症候群（誤嚥、失禁、転倒、褥瘡） 

 ○血液・造血器・リンパ網内系疾患 

  49.白血病 

  50.悪性リンパ腫 

  51.出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群を含む） 

 ○神経疾患 

  52.認知症疾患 

  53.脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫） 

  54.変性疾患（パーキンソン病） 

  55.脳炎・髄膜炎 

 ○皮膚疾患 

  56.薬疹 

 ○循環器系疾患 
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  57.心筋症 

  58.弁膜症（僧房弁膜症、大動脈弁膜症） 

  59.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） 

 ○呼吸器系疾患 

  60.肺循環障害（肺塞栓、肺梗塞） 

  61.異常呼吸（過換気症候群） 

  62.胸膜・横隔膜・縦隔疾患（自然気胸、胸膜炎） 

  63.肺癌 

 ○消化器系疾患 

  64.胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎） 

  65.膵臓疾患（急性・慢性膵炎） 

 ○腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む）疾患 

  66.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） 

  67.全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症） 

 ○妊娠分娩と生殖器疾患 

  68.女性生殖器およびその関連疾患（月経異常（無月経含む）、不正性器出血、更年期障害、外

陰・膣・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍） 

 ○内分泌・栄養・代謝系疾患 

  69.視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害） 

  70.甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症） 

  71.副腎不全 

  72.蛋白および核酸代謝異常症（高尿酸血症） 

 ○眼・視覚系疾患 

  73.糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化 

 ○耳鼻咽喉・口腔系疾患 

  74.急性・慢性副鼻腔炎 

  75.扁桃の急性・慢性炎症性疾患 

  76.外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的異物 

 ○精神・神経疾患 

  77.症状精神病 

  78.アルコール依存 

  79.不安障害（パニック障害） 

 ○感染症 

  80.真菌感染症（カンジダ症） 

  81.性感染症 

  82.寄生虫疾患 

 ○免疫・アレルギー疾患 

  83.全身エリテマトーデス 
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 ○物理・化学的因子による疾患 

  84.中毒（アルコール、薬物） 

  85.アナフィラキシー 

  86.環境要因による疾患（熱中症・寒冷による障害） 

 ○小児疾患 

  87.小児細菌感染症 

  88.先天性心疾患 

  

  ※産婦人科・小児科を選択しない場合、該当する経験目標の必須項目を経験できるよう調整を

行う 

  ※上記 88 項目のうち 70％以上を経験すること 

  ※外科症例は症例レポートを１例以上作成する 

 

C.特定の医療現場の経験 

 ◆必修項目 下記の各医療現場における到達目標の項目のうち１つ以上を経験すること 

  （１）救急医療 

  （２）予防医療 

  （３）地域医療 

  （４）周産・小児・育成医療 

  （５）精神保健医療 

  （６）緩和ケア・終末期医療 

  （７）地域保健 

  ※産婦人科・小児科を選択しない場合、該当する経験目標の必須項目を経験できるよう調整を

行う  

   

特定の医療現場の到達目標 

  （１）救急医療 

   ・バイタルサインの把握ができる 

   ・重症および緊急度の把握ができる 

   ・ショックの診断と治療ができる 

   ・ACLS(二次救命処置)ができ、BLS（一次救命処置）が指導できる 

   ・頻度の高い救急疾患の初期治療ができる 

   ・専門医への適切なコンサルテーションができる 

   ・大災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握できる 

   

（２）予防医療 

   ・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 

   ・性感染予防、家族計画事業に参画できる 
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   ・地域・産業・学校保健事業に参画できる 

   ・予防接種を実施できる 

   

（３）地域医療 

   ・患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療について理解し実践する 

   ・診療所の役割（病診連携への理解を含む）について理解し実践する 

   

（４）周産・小児・育成医療 

   ・周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療が提供できる 

   ・周産期や小児の各発達段階に応じて心理社会的側面への配慮ができる 

   ・虐待について説明できる 

   ・学校、家庭、職場環境に配慮し、地域との連携に参画できる 

   ・母子健康手帳を理解し活用できる 

   

（５）精神保健医療 

 ・精神症状の捉え方の基本を身につける 

 ・精神疾患に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ 

 ・デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する 

 

（６）緩和ケア、終末期医療 

 ・心理的社会的側面への配慮ができる 

 ・基本的緩和ケア（WHO 方式癌疼痛治療法を含む）ができる 

 ・告知をめぐる諸問題への配慮ができる 

 ・生死観・宗教観などへの配慮ができる 

 

（７）地域保健 

 ・保健所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む）について理解し、実践する 

 ・社会福祉施設等の役割について理解し、実践する   
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オリエンテーションと導入期研修 
 

 
 

◆期間：１ヶ月（１年目の４月） 

 

◆ＧＩＯ（一般教育目標） 

診療に必要な病院の仕組み，各業種の役割を理解し，医師業務とチーム医療に必要な知識を

得る 

 

◆ＳＢＯ（個別到達目標） 

・病院の仕組み，システムについて理解する 

・各部署，各職種の業務内容を理解する 

・医師に必要な業務，ケア，手技，検査，医療機器について理解する 

・社会保障制度や介護保険制度について理解する 

 

◆ＬＳ（学習方略） 

・各職場を訪問し，業務の内容や必要事項について説明を受け，体験，実習を行う 

・指導医と一緒に行動しながら診断から治療の流れ、患者マネジメントなどを体験する 

 

◆ＥＶ（評価） 

・見学，実習の実施とその感想文の提出 

・各部署から目標到達度の評価を受ける 

 

総合病院松江生協病院のオリエンテーションに加え，以下が主催するオリエンテーションが

用意されている 

（１）松江保健生活協同組合 

（２）全日本民主医療機関連合会，中四国地方協議会 

（３）しまね地域医療支援センター 
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個別職場訪問の目標と学習方略 

職場名 目標 学習方略 

診療情報室 ・情報管理業務を理解する 

・診療記録の必要性を理解する 

 

 

・情報管理業務について説明を受け

る 

・診療録の記載方法と院内の取り決

め、個人情報の取り扱いについて説

明を受ける 

電子カルテ担当 ・電子カルテのシステムと入力法

を理解する 

 

・電子カルテシステムと入力方法の

説明を受ける 

 

病棟 看護業務の内容と流れが理解する 申し送り，ケア，食事介助，患者移

動，処置，注射，環境整備，等の実

施 

 

医事課 ・入退院医事システムを理解する 

・請求業務を理解する 

 

・受付から支払までの流れの説明を

受ける 

・予約入院の案内 

・実際の患者を通して治療費の請求

を行う 

・ＤＰＣについて説明を受ける 

 

ふれあい事務課 ・外来医事システムを理解する 

・請求業務を理解する 

 

・受付から支払までの流れの説明を

受ける 

・実際の患者を通して治療費の請求

を行う 

・新患カルテ作成の手順，診察券を

発行する 

 

内科外来 

救急外来 

 

外来の流れを理解する ・内科外来・救急外来での受付業務

の説明を受ける 

・電子カルテの扱い，各伝票の扱い

を実習する 

・受付から予約までの流れの説明を

受ける 

 

薬剤部 ・病院薬剤業務を理解する 

・医薬品と患者との関わりを理解 

する 

・輸血，麻薬，麻薬に準じた取り

扱 

いや特別な扱いが必要な薬剤に 

ついて理解する 

 

・処方箋の書き方を理解する 

・指示受けから調剤までの流れの説

明を受ける 

・服薬指導や無菌混注の実際を見学

する 

・輸血，麻薬，麻薬に準じた取り扱

いや特別な扱いが必要な薬剤につい

ての扱い方を学ぶ 
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職場名 目標 学習方略 

ＭＥセンター ・臨床工学業務の全般を理解

する 

・臨床に必要な機器の扱い方

を理解する 

 

・臨床工学業務全般について

説明を受ける 

・血液透析の見学と各種血液

浄化法の説明を受ける 

・人工呼吸器の管理と運用の

仕組みの説明を受ける 

・アリメポンプ，インフュー

ジョンポンプの実習を行う 

 

放射線科 ・画像診断装置の見学と検査

実施 

までの流れを理解する 

・予約方法，問診のとり方を

理解す 

る 

・被曝や防護の基本，造影剤

の副作 

用や禁忌について理解する 

 

・画像診断装置の見学と検査

実施までの流れの説明を受け

る 

・放射線医師よりレクチャー

を受ける 

・被曝と防護，造影剤の副作

用や禁忌，副作用時の対策に

ついて説明を受ける 

 

臨床検査科 

 

・検査業務全般を理解する 

・医師が関わる検査を実施す

る 

・緊急検査（血ガス・検血）

を実施 

する 

 

・検査業務全般についての説

明を受ける 

・血液型，交差試験，グラム

染色，血液ガス，検血の検査

方法の説明を受け実習する 

・心電図，肺機能検査の説明

を受け実習する 

・検査指示の仕方について説

明を受ける 

 

リハビリ科 ・理学療法，作業療法を理解

する 

・理学療法，作業療法のオー

ダー 

の仕方を理解する 

 

・外来，入院でリハビリを受

ける患者の流れに沿って見学

する 

・リハビリ指示伝票書き方の

説明を受ける 

・リハビリの基本的な手技に

ついて説明を受ける 

 

栄養課 ・栄養業務を理解する 

・栄養士の役割を理解する 

・病態に応じた栄養管理を理

解する 

・ＮＳＴについて理解する 

 

・医師の指示出しから，献立，

調理までの流れの説明を受け

る（補助食品，経腸栄養） 

・栄養指導の実際を見学する 

・ＮＳＴの活動について説明

を受ける 

 

健診センター 

 

・地域保健の業務について理

解する 

・地域保健課業務について説

明を受ける 

・健診を受ける 
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職場名 目標 学習方略 

地域連携室 ・医療連携業務を理解する 

・医療連携室の業務を理解し， 

他医療機関・施設との医療連

携の 

仕組みを理解する 

 

・医療連携業務について説明

を受ける 

・医療連携室業務を理解し，

他院所・施設との医療連携の

仕組みとその方法につい 

て説明を受ける 

（紹介状の書き方，送り方，

返事の仕方） 

 

医療相談室 ・患者の持つ社会的背景を理

解する 

・患者訪問 

・社会保障制度について説明

を受ける 

 

生協サポートセンター サポートセンターの業務につ

いて理解する 

 

サポートセンター業務につい

て説明を受ける 

 

在宅支援センター ・介護保険制度の仕組みを理

解する 

・在宅支援の流れを理解し，

その 

中での医師の役割を理解する 

 

・介護保険制度の概要につい

て説明を受ける 

・支援センター業務の説明を

受ける 

 

基本的手技研修（看護部） 

 

基本的手技を理解する 注射，採血，経管栄養，胃瘻，

導尿，浣腸，吸引，吸入，酸

素療法，心電図モニターの 

説明を受ける 
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必修科目研修プログラム 

Ｐ.25～39にあげた「行動目標と経験目標」に沿った研修を行うことは各領域に共通であり、

それに照らし到達度や経験疾患を常に評価・確認しながら研修をすすめる。 

               内科研修プログラム 

 

◆期間 導入期～１２月 

 

◆GIO（一般目標） 

 ・医師としての基本的態度を身に付ける 

 ・プライマリ・ケアを実践するための基本的知識と技術を習得する 

 ・チーム医療を実践できる 

 ・病態や治療に対し、自分なりの見解がもてる 

 

◆SBO（個別到達目標） 

 ・患者に対し、敬意ある態度で診療にあたる 

 ・病歴聴取と身体所見を通して、患者の状態を把握できる 

 ・複数の鑑別診断をあげて、正しい診断に至る検査計画が立てられる 

 ・検査結果を解釈でき、診断を導くことができる 

 ・患者の社会背景を踏まえたうえで治療計画が立てられ、実行できる 

 ・必要な投薬・注射指示ができる 

 ・病態の変化が把握でき、コンサルトおよび適宜治療方針の修正ができる 

 ・基本的手技を経験する 

 ・他の専門科にコンサルトできる 

 ・多職種スタッフと協力して診療ができる 

 ・患者・家族にわかりやすい説明ができ、インフォームドコンセントに基づいた診療がで

きる 

 

◆LS（学習方略） 

 ・内科は、他科の基本となる診療科目であり、導入期も含め内科から研修を開始する 

  従って導入期に担当となった指導医が、自科の疾患の研修及び導入研修も担当する 

・研修の主たるフィールドは４階東病棟（消化器科急性期は２階東病棟）とし、各科指導

医の研修指導を受ける 

・指導医の専門科のローテート方式とするが、必修かつ未経験疾患が入院した場合は他科

ローテート中であっても担当医となる。また、一旦担当した患者は内科研修期間の許す

限り退院まで担当する。 

・指導医との回診・病棟カンファレンスに担当医として参加し、症例のプレゼンを行う 
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・総診カンファ、各科カンファ、救急ランチカンファ等各種カンファレンスに参加する 

・緊急を要する症状・病態の初期治療に参加する 

・必要なレクチャーを受ける 

・地域研究会（島根レジデントセミナー、松江臨床研修ネットーワーク）に参加し、半年

を経過した以降は症例を提示する 

・内科学会地方会に症例発表をおこなう 

 

◆EV（評価） 

・指導医により行動目標・経験目標をチェックし到達度の評価を受ける 

・経験した疾患や手技などの成果は、毎月の研修委員会に報告し評価を受ける 

・その際「経験目標 P.（X）」に記載された必修項目との整合性を勘案したうえで、該当

する疾患・病態にはレポートを提出する 

・研修委員会では指導者からも評価を受ける 

・各ローテート期間終了前に、EPOC入力をおこなう 

 

◆週間スケジュール(例) 

【導入期】 

 
【循環器重点期】 

 

○研修場所：松江生協病院    


