
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古賀総合病院 

卒後臨床研修プログラム 
2017 年度版 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会医療法人同心会 古賀総合病院 



1 
 

目 次 

１． プログラムの名称 ·················································· 2 

２． 研修理念 ····························································· 2 
３． 研修の基本方針 ···················································· 2 
４． プログラムの特徴 ·················································· 2 
５． 研修プログラム指導者 ············································ 3 
６． 古賀総合病院臨床研修病院郡の構成と指導体制············ 3 
７． 研修プログラムの管理運営体制 ································ 9 

８． 医師研修の運営 ···················································· 10 
９． プログラム定員 ···················································· 12 
１０． 研修プログラムの基本骨格、スケジュールおよび概要 ··· 12 
１１．研修の評価 ·························································· 14 
１２．後期研修と交流会 ·················································· 18 
１３． 研修医の処遇 ······················································· 18 

１４． 資料請求先 ·························································· 18 
資料 1．臨床研修の到達目標 ··············································· 20 
資料 2．研修レポート作成方法関連書類一覧 ························· 27 
資料 3．評価票一覧 ··························································· 44 
資料 4．Minimum EPOC について ····································· 60 
資料 5．研修修了判定について············································ 64 

資料 6．研修修了時の事務諸手続きについて ························· 67 
資料 7．入職時確認事項 ····················································· 68 
資料 8．図書について ························································ 73 
資料 9．メンター制度について············································ 74 
 
  



2 
 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 
2017 年度版 

 
１．プログラムの名称 
「古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム」 

 
２．研修理念 
「プロフェッショナリズムを持って、地域社会に貢献できる医療人を育てる」 

 
３．研修の基本方針 

① すべての職員が積極的に臨床研修へ参画する 
② 安全で質の高い医療を提供するための努力を常におこなう 
③ 地域医療支援病院としての役割を理解し、地域医療に資する医師を育てる 
④ 常に最良の研修環境を提供するために、第三者評価を含めた改善活動に努める 
⑤ 研修医の目標に応じたアウトカム基盤型教育を実践する 

 
４．プログラムの特徴 
① プログラムの特色 

1. プライマリ・ケアや全人的医療を重視したプログラムであり、医師として必要なプ

ライマリ・ケアの知識・経験・技術を満遍なく身につけることができる 
2. 2 年次後半の選択科目の研修では、多岐にわたる標榜科目の中から、経験豊かな各

指導医の下、豊富な症例をもとに特色ある有意義な研修ができる。 
3. 宮崎市郡北西部を中心とした地域医療の中核的機能病院として、最新の医療機器・

システムを備え、医療と福祉を総合的に捉え、地域の多様なニーズに応えられるよ

うな研修プログラムである。 
 

 ② 研修の基本的形態 
研修医は担当医として位置付けられ、主治医は指導医がつとめる。担当医たる研修

医は主治医としての力量の獲得をめざし、相応の責任感を持って診療にあたる。指導

体制は研修医の上に上級医を配置し、その上に指導医・部長が位置付けられ、屋根瓦

方式をとる。研修医は単独で患者を受け持つことはできない。指導医・上級医監督の

もとで診療を行い、最終責任者は部長が担う。 
 

③ 研修医の処遇、権利と運営参加 
研修医は自分たちの研修を改善していく権利、そのために発言する機会、行動する

自由をもつ。円滑に充実した研修を実施していくために、研修医の代表は卒後臨床研

修管理委員会の委員として参加する。また、労働者としての妥当な勤務時間、休憩時

間、休日、給与、各種手当てを保証される。詳細については『医師臨床研修規定』に
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定める。 
 
５．研修プログラム指導者 

プログラム責任者   楠元 寿典（古賀総合病院 肝臓内科医長） 
副プログラム責任者  谷口 正次（古賀総合病院 消化器外科部長） 

 
６．古賀総合病院臨床研修病院群の構成と指導体制 
【基幹型臨床研修病院】古賀総合病院 

（内科、外科、産婦人科、精神科、皮膚科、整形外科、放射線科） 
 

【協力型臨床研修病院】（8 施設） 
宮崎市郡医師会病院（救急） 

           宮崎生協病院（小児科） 
           宮崎善仁会病院（救急） 
           宮崎大学医学部附属病院（全診療科） 
           美郷町国民健康保険西郷病院（地域医療） 
           聖隷三方原病院（救急、小児科） 
           熊本赤十字病院（救急、小児科） 
           東京都立 墨東病院（救急、小児科） 
 

【臨床研修協力施設】（4 施設） 
 いちはら医院（地域医療） 

           いしかわ内科（地域医療） 
           外山内科神経内科医院（地域医療） 
           クリニックうしたに（地域医療）  
 

【指導体制】 
古賀総合病院指導医一覧（ * ･･･指導医講習会受講者） 

担当分野 氏名 役職   担当分野 氏名 役職 

外科 *古賀 和美 理事長   内科 *田井 博 消化器内科部長 

内科 *今村 卓郎 院長   内科 *松浦 良樹 医長 

内科 *楠元 寿典 医長   精神科 *槇 英俊 精神科部長 

外科 *谷口 正次 消化器外科部長   精神科 *石田裕一郎 医長 

外科 *指宿 一彦 外科部長   産婦人科 *肥後 貴史 産婦人科部長 

外科 *後藤 崇 部長   産婦人科 *西内 伸輔 医長 

外科 *菅瀬 隆信 医長   放射線科 *木原 康 部長 
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担当分野 氏名 役職   担当分野 氏名 役職 

内科 *松岡 均 内科部長   整形外科 *石原善三郎 医長 

内科 *榎木 誠一 医長   皮膚科 *帖佐 宣昭 医長 

内科 *川越 富夫 医長     

 
古賀総合病院コ・メディカル他 代表指導者一覧 

部署 氏名 役職   部署 氏名 役職 

看護部 比恵島 知子 看護部長  外来 三田 美千代 看護師長 

2階病棟 原田 明美 看護師長  臨床検査室 田邉 誠喜 部長 

3階病棟 松葉 里江 看護師長  放射線科 黒岩 靖淳 技師長 

4階病棟 田上 真弓 看護師長   薬剤部 飛高 光治 部長 

5階病棟 佐藤 ふみ子 看護師長   リハビリ  三原 成人 部長 

3階東病棟 田中 優子 看護師長   栄養課  児玉 薫 副部長 

4階南病棟 宇都宮 良恵 看護師長  地域連携室  田代 富世 副室長 

ｽﾄﾚｽ 2階 松浦 義諭 看護師長  事務部  丸山 博史 事務局次長 

ｽﾄﾚｽ 3階 川越 聖子 看護師長        
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古賀総合病院 指導体制一覧表 

 
 

上級医 指導者

古賀　和美 古賀　倫太郎

○ 谷口　正次 北條　浩

指宿　一彦 髙屋　剛

後藤　崇 黒木　直美

菅瀬　隆信 稲留　直樹

坪井　浩一

今村　卓郎

腎臓内科 久永　修一

稲垣　浩子

黒木　聡子

杉山　史子

血液内科 ○ 松岡　均 河野　浩

武内　正紀

消化器内科 田井　博 伊藤　麻子

黒木　暢一

宮後　冴

神経内科 川越　富夫 稲津　明美

肝臓内科 ○ 楠元　寿典 落合　俊雅

循環器科 （今村　卓郎） 久保　恵是 メンター

坂元　紀陽

坂元　貴道

内分泌代謝内科 栗林　忠信 日高　博之

土持　若葉

椎屋　智美

総合診療内科 松浦　良樹

○ 槙　英俊 新甫　知絵

石田　裕一郎 陣内　紗織

都丸　俊介

○ 肥後　貴史 岩永　巌

西内　伸輔

○ 帖佐　宣昭 緒方　克己

津守　伸一郎

○ 石原　善三郎

○ 木原　康

南口　尚紀

押川　英央

齋藤　真美

永井　知幸

看護部
（病棟師長）
（外来師長）

臨床検査技術部
放射線技術部

薬剤部
リハビリテーション技術部

栄養管理部
地域医療連携室

事務部

看護部
臨床検査技術部
放射線技術部

薬剤部
リハビリテーション技術部

ME技術部
栄養管理部

地域医療連携室
医療情報管理室
医療安全管理室

TQM推進室
広報室
春草苑

在宅ケアセンター

婦人科

精神科

外科

診療科

内科

指導医（○責任者）

耳鼻科

眼科

泌尿器科

放射線科

整形外科

皮膚科
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協力型研修病院・研修施設（ * ･･･指導医講習会受講者） 

担当分野 氏名 所属 役職 資格等 

産婦人科 *鮫島 浩 宮崎大学医学部附属病院 病院長 指導医講習会受講済 

小児科 *盛武 浩 宮崎大学医学部附属病院 小児科准教授 指導医講習会受講済 

小児科 *此元 隆雄 宮崎大学医学部附属病院 小児科講師 指導医講習会受講済 

小児科 *今村 秀明 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *木下真理子 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *池田 俊郎 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *近藤 恭平 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *澤 大介 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *上村 幸代 宮崎大学医学部附属病院 小児科助教 指導医講習会受講済 

小児科 *澤田 浩武 宮崎大学医学部附属病院 小児科講師 指導医講習会受講済 

救急 *落合 秀信 宮崎大学医学部附属病院 
救命救急センター教

授 
指導医講習会受講済 

救急 *今井 光一 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター助教 指導医講習会受講済 

救急 *長野 健彦 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター助教 指導医講習会受講済 

救急 *松岡 博史 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター助教 指導医講習会受講済 

内科 *北村 和雄 宮崎大学医学部附属病院 内科教授 指導医講習会受講済 

内科 *鶴田 敏博 宮崎大学医学部附属病院 内科講師 指導医講習会受講済 

内科 *永田 賢治 宮崎大学医学部附属病院 内科准教授 指導医講習会受講済 

内科 *下田 和哉 宮崎大学医学部附属病院 内科教授 指導医講習会受講済 

内科 *山本章二朗 宮崎大学医学部附属病院 内科講師 指導医講習会受講済 

内科 *塩見 一剛 宮崎大学医学部附属病院 内科教授 指導医講習会受講済 

内科 *坪内 拡伸 宮崎大学医学部附属病院 
卒後臨床研修 
センター助教 

指導医講習会受講済 

内科 *岡山 昭彦 宮崎大学医学部附属病院 内科教授 指導医講習会受講済 

内科 *河上 洋 宮崎大学医学部附属病院 内科教授 指導医講習会受講済 

外科 *旭吉 雅秀 宮崎大学医学部附属病院 肝胆膵外科講師 指導医講習会受講済 

外科 *河野 文彰 宮崎大学医学部附属病院 
消化管・内分泌・ 
小児外科 助教 

指導医講習会受講済 

外科 *富田 雅樹 宮崎大学医学部附属病院 
呼吸器・乳腺外科 

准教授 
指導医講習会受講済 

外科 *中村 都英 宮崎大学医学部附属病院 心臓血管外科教授 指導医講習会受講済 

外科 *守永 圭吾 宮崎大学医学部附属病院 形成外科講師 指導医講習会受講済 

麻酔科 *河野 太郎 宮崎大学医学部附属病院 
卒後臨床研修 
センター助教 

指導医講習会受講済 

産婦人科 *大西 淳仁 宮崎大学医学部附属病院 産婦人科講師 指導医講習会受講済 

産婦人科 *道方 香織 宮崎大学医学部附属病院 産婦人科助教 指導医講習会受講済 
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担当分野 氏名 所属 役職 資格等 

精神科 *石田 康 宮崎大学医学部附属病院 精神科教授 指導医講習会受講済 

精神科 *林 要人 宮崎大学医学部附属病院 精神科准教授 指導医講習会受講済 

精神科 *直野 慶子 宮崎大学医学部附属病院 精神科講師 指導医講習会受講済 

泌尿器科 *上村 敏雄 宮崎大学医学部附属病院 泌尿器科助教 指導医講習会受講済 

皮膚科 *天野 正宏 宮崎大学医学部附属病院 皮膚科教授 指導医講習会受講済 

放射線科 *水谷 陽一 宮崎大学医学部附属病院 放射線科助教 指導医講習会受講済 

整形外科・リハ

ビリテーション科 
*帖佐 悦男 宮崎大学医学部附属病院 

整形外科・リハビリ 
テーション科 教授 

指導医講習会受講済 

整形外科 *濱田 浩朗 宮崎大学医学部附属病院 整形外科講師 指導医講習会受講済 

整形外科 *谷口 昇 宮崎大学医学部附属病院 整形外科講師 指導医講習会受講済 

脳神経外科 *武石 剛 宮崎大学医学部附属病院 脳神経外科助教 指導医講習会受講済 

集中治療部 *矢野 武志 宮崎大学医学部附属病院 集中治療部講師 指導医講習会受講済 

眼科 *杉本 貴子 宮崎大学医学部附属病院 眼科助教 指導医講習会受講済 

眼科 *川原 亮輝 宮崎大学医学部附属病院 眼科助教 指導医講習会受講済 

耳鼻いんこう・ 

頭頸部外科 
*松田 圭二 宮崎大学医学部附属病院 

耳鼻いんこう・ 
頭頸部外科 准教授 

指導医講習会受講済 

病理診断科 *片岡 寛章 宮崎大学医学部附属病院 病理診断科教授 指導医講習会受講済 

病理診断科 *盛口 凊香 宮崎大学医学部附属病院 病理診断科助教 指導医講習会受講済 

病理診断科 *秋山 裕 宮崎大学医学部附属病院 病理診断科助教 指導医講習会受講済 

地域医療 *東 善昌 
美郷町国民健康保険西郷

病院 
院長 医師臨床研修指導医受講済 

救急科 *牧原 真治 宮崎善仁会病院 医師 
日本救急医学会専門医 

日本脳神経外科専門医 

内科 
救急 

*高田 慎吾 宮崎生協病院   
指導医講習会受講済、平成 23年

度プログラム責任者養成講習会受

講済み 

内科 
救急 

*植野 茂美 宮崎生協病院 
副院長 

5 階病棟医長 
認定産業医、指導医講習会受講済 

内科 
救急 

*高橋 聡 宮崎生協病院 4 階病棟医長 指導医講習会受講済 

内科 
救急 

*古谷 孝 宮崎生協病院 外来医長 指導医講習会受講済 

内科 
救急 

*中島 徹 宮崎生協病院 5 階病棟医長 指導医講習会受講済 

内科 
救急 

*永友 英之 宮崎生協病院 
副院長 

4 階病棟医長 
指導医講習会受講済 

内科 *眞川 昌大 宮崎生協病院 3 階病棟医長 指導医講習会受講済 

小児科 *上野 満 宮崎生協病院   
小児科専門医、指導医講習会受講

済 

小児科 *愛甲 浩志 宮崎生協病院   
小児科専門医、小児神経専門医、

指導医講習会受講済 

小児科 *山元 広己 宮崎生協病院 小児科医長 
小児科専門医、アレルギー専門

医、指導医講習会受講済 

小児科 *久保 尚美 宮崎生協病院   
小児科専門医、小児循環器専門

医、指導医講習会受講済 
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担当分野 氏名 所属 役職 資格等 

外科 
救急 

*山岡 伊智子 宮崎生協病院 副院長 外科専門医、指導医講習会受講済 

救急 *桑原 謙 熊本赤十字病院 第二救急科部長 
日本救急医学会専門医、指導医講

習会受講済 

救急 *林田 和之 熊本赤十字病院 外傷外科部長 
日本外科学会専門医、日本救急医

学会救急科専門医、指導医講習会

受講済、日本外傷学会専門医 

救急 *山家 純一 熊本赤十字病院 第一救急科副部長 
日本内科学会認定医、日本内科学

会総合内科専門医、日本消化器病

学会専門医、指導医講習会受講済 

救急 *加藤 陽一 熊本赤十字病院 第一救急科副部長 
日本救急医学会専門医、指導医講

習会受講済 

救急 中尾 由香 熊本赤十字病院 医師 日本救急医学会専門医 

救急 *岡野 雄一 熊本赤十字病院 医師 
日本救急医学会専門医、日本集中

治療医学会専門医、指導医講習会

受講済 

救急 岡野 博史 熊本赤十字病院 医師 
救急科専門医、日本整形外科学会

専門医 

救急 高橋 大介 熊本赤十字病院 医師 日本小児科学会専門医 

救急 北村 遼一 熊本赤十字病院 医師 日本救急医学会専門医 

救急 大髙 俊一 熊本赤十字病院 医師 日本救急医学会専門医 

救急 堀 耕太 熊本赤十字病院 医師 日本外科学会専門医 

救急 菊川 元博 熊本赤十字病院 医師 日本救急医学会専門医 

小児科 *右田 昌宏 熊本赤十字病院 第一小児科部長 
日本小児科学会専門医、 

指導医講習会受講済 

小児科 *平井 克樹 熊本赤十字病院 
小児集中治療室室長 

第二小児科部長 

日本小児科学会認定医・専門医、

日本集中治療学会集中治療専門

医、指導医講習会受講済 

小児科 西原 卓宏 熊本赤十字病院 第一小児科副部長 
日本小児科学会小児科専門医、指

導医講習会受講済 

小児科 *小松なぎさ 熊本赤十字病院 第一小児科副部長 
日本小児科学会小児科専門医、指

導医講習会受講済指導医講習会受

講済 

小児科 *武藤雄一郎 熊本赤十字病院 第二小児科副部長 
日本小児科学会専門医、日本集中

治療学会専門医、指導医講習会受

講済 

小児科 *吉田 史則 熊本赤十字病院 医師 
日本小児科学会小児科専門医、指

導医講習会受講済 

小児科 市坂 有基 熊本赤十字病院 医師 日本小児科学会小児科専門医 

小児科 *木部 哲也 聖隷三方原病院 
副院長 

兼小児科部長 
日本小児科学会専門医、指導医講

習会受講済 

小児科 栁邊 秀一 熊本赤十字病院 医師 日本小児科学会専門医 

救急 *浅井 精一 聖隷三方原病院 救急科部長 日本救急医学会専門医 

救急 *早川 達也 聖隷三方原病院 救急科部長 日本救急医学会指導医・専門医 

救命センター 濱邊 祐一 東京都立墨東病院 部長 救急医学会指導医 他 

救命センター 三上 学 東京都立墨東病院 医長 外科認定医 

救命センター 明石 暁子 東京都立墨東病院 医長 救急医学会専門医 他 

救命センター 杉山 和宏 東京都立墨東病院 医長 日本救急医学会専門医 他 

救命センター 大倉 淑寛 東京都立墨東病院 医長 日本救急医学会専門医 他 
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担当分野 氏名 所属 役職 資格等 

救命センター 田邉 孝大 東京都立墨東病院 医長 日本救急医学会専門医 他 

救急診療科 *岡田 昌彦 東京都立墨東病院 医長 救急科専門医 他 

小児科 *三澤 正弘 東京都立墨東病院 部長 小児科学会専門医 

小児科 *伊藤 昌弘 東京都立墨東病院 部長 小児科学会専門医 

小児科 *大森 多恵 東京都立墨東病院 医長 小児科学会専門医 

小児科 玉木 久光 東京都立墨東病院 医長 日本小児科学会専門医 

小児科 西口 康介 東京都立墨東病院 医長 日本小児科学会小児科専門医 

新生児科 清水 光政 東京都立墨東病院 部長 小児科学会専門医 

新生児科 *大森 意索 東京都立墨東病院 部長 小児科学会専門医 

新生児科 九島 令子 東京都立墨東病院 医長 小児科学会専門医 

新生児科 近藤雅楽子 東京都立墨東病院 医長 日本小児科学会小児科専門医 

 
７．研修プログラムの管理運営体制 

卒後臨床研修管理委員会が「古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム」の管理運営に

ついて責任をもつ。 
研修プログラムの内容は、年度毎に古賀総合病院卒後臨床研修管理委員会において見

直し・改善などが行われ、配付・公表される。 
 

2017 年度卒後臨床研修管理委員会 委員一覧 

区 分 所属・役職、職種 氏 名 

委員長 古賀総合病院 院長 今村 卓郎 

副委員長 社会医療法人同心会副理事長 兼 臨床研修センター長 古賀 倫太郎 

委員 宮崎生協病院 院長 遠藤 豊 

委員 宮崎大学医学部附属病院 教授 小松 弘幸 

委員 美郷町国民健康保険病院 総院長 金丸 吉昌 

委員 宮崎市郡医師会病院 副院長 柴田 剛徳 

委員 宮崎善仁会病院 副院長 廣兼 民徳 

委員 熊本赤十字病院 部長 奥本 克己 

委員 聖隷三方原病院 臨床研修センター長 志智 大介 

委員 東京都立墨東病院 副院長 岩間 徹 

委員 クリニックうしたに 院長 牛谷 義秀 

委員 外山内科神経内科医院 院長 外山 博一 

委員 いしかわ内科 院長 石川 智信 
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委員 いちはら医院 院長 市原 美宏 

外部医師 宮永内科クリニック 院長 宮永 省三 

外部委員 殿所法律事務所 弁護士 殿所 哲 

委員 古賀総合病院 消化器外科部長 谷口 正次 

委員 古賀総合病院 産婦人科部長 肥後 貴史 

委員 古賀総合病院 精神科部長 槙 英俊 

委員 古賀総合病院 内科医長 兼 プログラム責任者 楠元 寿典 

委員 社会医療法人同心会 事務局長 川井 徳之 

委員 古賀総合病院 看護部 部長 比恵島 知子 

委員 古賀総合病院 薬剤部 部長 飛高 光治 

委員 古賀総合病院 臨床検査技術部 部長 田邉 誠喜 

委員 古賀総合病院 初期研修医 北爪 弘美 

 
８．医師研修の運営 

① 卒後臨床研修管理委員会 
  年 3～4 回開催。 
  『卒後臨床研修管理委員会規程』に基づき、研修修了の総括的評価や研修プログ

ラムの管理、研修医の管理、研修全体に関わる評価・管理を行う 
 
② 研修医リクルート計画会議 

月 1 回開催 
医師研修に関わる政策立案、研修医の状況把握など、卒後臨床研修管理委員会で

は対応が遅れる案件についても議論する 
 

③ 臨床研修センターミーティング 
週 1 回開催 
研修医の状況把握、医学生・研修医の見学受入対応、研修医リクルート計画会議

へ医師研修の運営に関する提起などを行う 
 

④ 研修医ヒアリング（研修医会） 
  臨床研修担当者が研修医へ研修状況や体調、抱えているコンフリクトなどに関し

て定期的にヒアリングを行う 
研修医の意見、要望については③臨床研修センターミーティングに報告され、検

討される 
 
⑤ 指導医会議 
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  月 1 回開催（医局会） 
  指導医からの要望や、指導・研修に関する振り返り、学習、研修医に関する評価

と申し送りなどを行う 
※ 臨床研修実施の基本的な考え方は「古賀総合病院 医師臨床研修規定」に定める 
※ 古賀総合病院品質管理委員会は卒後臨床研修管理委員会からの意見を受け、必要な討

議・決定を行う 

 
 
 

卒後臨床研修管理委員会（年3～4回）

研修修了の総括的評価、研修プログラムの管理、研修医の管理、研修全体に関わる評価・管

理

プログラム責任者、副プログラム責任者、委員長（病院長）、副委員長（臨床研修センター長）、事務

局長、看護部長、コ・メディカル部門責任者、 研修医代表、協力型臨床研修病院研修実施責任者、

臨床研修協力施設 研修実施責任者、外部医師、外部有識者

研修医リクルート計画会議（月1回）

医師研修に関わる政策立案、研修医の状況把握など、協力型施設からの研修医受入、リク

ルート計画ほか、卒後臨床研修管理委員会では対応が遅れる案件についても議論する

同心会理事長、事務局長、病院長、臨床研修センター長、臨床研修副センター長、研修担当医師、

精神科部長、事務局次長、総務部長、臨床研修センター事務担当

臨床研修センターミーティング（週1回）

研修医の状況把握、医学生・研修医の見学受入対応、研修医リクルート計画会議へ医師研修

の運営に関する提起などを行う

臨床研修センター

センター長 、副センター長 、研修担当医師、事務担当

指導医会議（月1回、医局会内）

指導医からの要望や、指導・研修に関する振り返り、学習、研

修医に関する評価と申し送りなどを行う

診療部医師、初期臨床研修医

研修医ヒアリング（研修医会）

年3～4回程度、研修医へヒアリングを行い、意見や要望など

については臨床研修センターミーティングに報告され、検討さ

れる

初期研修1年目医師、初期研修2年目医師、臨床研修センター事

務担当
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９．プログラム定員 
各年次 4 名 
募集方法：マッチング、公募、その他 
選考方法：面接及び小論文 

 
１０．研修プログラムの基本骨格、スケジュールおよび概要 
① 研修プログラムの基本骨格 

1．研修機関は、必修科目は内科（6 ヵ月）、救急（3 ヵ月）、地域医療（1 ヵ月）であ

る。また、選択必修科目として外科、麻酔科、産婦人科、小児科、精神科を 1 ヵ月

以上かつ 2 診療科以上選択しなければならない。 
2．自由選択期間に関しては、当院にある全診療科ならびに協力型病院での研修が可

能である。 
3．内科、外科、産婦人科、精神科は当院にて研修を行い、救急・小児科・地域医療は

次のとおり協力病院・力施設にて行う 
4．当院における研修では、救急当直が義務付けられており、指導医が直ちに対応で

きる体制（オンコール体制）のもとで二次救急患者に対するプライマリ・ケアを行

う。なお、研修医が休日・夜間の当直を行う場合は、必ず指導医とともに 2 人以

上で行うものとする。 
 

② 研修スケジュール例 

1年次 

【必修ローテート】 

内科（6ヵ月） 

【選択必修】 

（3ヵ月） 

【必修】 

救急（3ヵ月） 

2年次 

【必修】 

地域医療 

（1ヵ月） 

自由選択（11ヵ月） 

 
③ 研修プログラムの概要 

1．必修ローテート（内科） 
1）オリエンテーション＋導入期内科（総合内科）：約 1 ヵ月 
2）内科：約 5 ヵ月 
  (1) 腎臓内科・血液内科 
  (2) 消化器内科・神経内科・肝臓内科 
  (3) 循環器内科・内分泌代謝内科 

 1）の期間に加えてさらに 5 ヵ月間の内科研修を必修として行います。(1)～(3)
の組み合わせで研修を行い、到達目標にむかって経験を積んでいきます。 
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2．必修研修 
 1）救急 3 ヵ月間（原則 1 年目の後半） 
   ・宮崎大学医学部附属病院 
   ・宮崎善仁会病院 
   ・宮崎市郡医師会病院 
   ・東京都立墨東病院（ER） 
   ・聖隷三方原病院 
   ・熊本赤十字病院 
 2）地域医療（原則 2 年目、1 ヵ月以上） 
   ・三郷町国民健康保険西郷病院 
   ・いしかわ内科 
   ・いちはら医院 
   ・クリニックうしたに 
   ・外山内科神経内科医院 
3．選択必修研修（3 ヵ月間：1 ヵ月以上かつ 2 診療科以上） 

1）麻酔科 
2）外科 
3）産婦人科 
4）小児科 
  ・宮崎大学医学部附属病院 
  ・宮崎生協病院 
  ・東京都立墨東病院 
  ・聖隷三方原病院 
5）精神科 

4．自由選択研修（原則 2 年目の 11 ヵ月間） 
自由選択研修は、各個人の希望で、経験したい科やさらに研修を充実させたい科を

選択する。 
 1）古賀総合病院の泌尿器科、耳鼻科、眼科を除く全診療科 

2）宮崎大学医学部附属病院の全診療科 
3）救急 

・宮崎大学医学部附属病院 
   ・宮崎善仁会病院 
   ・宮崎市郡医師会病院 
   ・東京都立墨東病院（ER 及び 3 次救急） 
  ・聖隷三方原病院 

   ・熊本赤十字病院 
4）小児科 
  ・宮崎大学医学部附属病院 
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  ・宮崎生協病院 
  ・東京都立墨東病院 
  ・聖隷三方原病院 
5） 地域医療 

・三郷町国民健康保険西郷病院 
   ・いしかわ内科 
   ・いちはら医院 
   ・クリニックうしたに 
   ・外山内科神経内科医院 
 
③ その他必要な研修 
 1）CPC 研修 

CPC 研修プログラムにのっとって、CPC レポートを作成し、臨床指導医と病理

指導医の評価を受ける 
 2）学術活動（学会または学術集会での発表） 

2 年間に 1 回以上、学会あるいは学術集会での発表を、指導医の指導を受けて行

う 
 3）コアカリキュラム（医療安全、感染制御、地域医療、倫理） 

医療安全、感染対策、NST、災害医療トリアージなど横断的な教育課題に取り組

み、研修目標を達成するためのカリキュラムをコアカリキュラムとして、別掲の

項目において研修を行う 
 
１１．研修の評価 

① 研修医の評価 
古賀総合病院初期研修における指導医評価は以下の手順で行われる。 
なお、評価方法、手順は今後ともプログラム評価や各委員会の議論によって変更、発

展されることが望ましい。 
1．評価者と評価方法 

1）研修医自身による自己評価 
・研修開始後に配付する「研修医手帳」を用いて研修進捗状況などのチェックを

行う 
  → 随時 
・研修開始後に EPOC へ登録し、研修、習得、経験状況などに応じて適宜入力を

開始する。 
  → 随時 
・EPOC の入力状況は研修管理センタースタッフにより入力の声かけを行う。 

→ 月に 1 回程度 
2）指導医、指導者による評価 
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・メンターによる振り返りシートを用いた評価 
→ メンターによる振り返りを行うたびに実施（毎日～週に 1 回程度） 

・Mini-CEX による評価（指導医が主） 
→ 随時 

・EPOC への入力状況を鑑みた評価（指導医、研修管理センターが主） 
→ 各研修ローテート修了時 

・研修医への評価票の記載による評価（指導医、指導者） 
→ 各研修ローテート修了時 

2．評価の取扱いと研修医へのフィードバック 
1）臨床研修センターはすべての指導医に記載を確実に促し回収し、整理する。形

成適評かに関してはプログラム責任者と臨床研修センタースタッフにより、研

修医本人へフィードバックする。 
2）研修修了時の総括的評価は、医師臨床研修規定第 21、22 条に従って行い、臨

床研修センター、研修管理委員会で検討し最終的な評価を決定する。 
 

② 指導医の評価 
古賀総合病院初期研修における指導医評価は以下の手順で行われる。 
なお、評価方法、手順は今後ともプログラム評価や各委員会の議論によって変更、発

展されることが望ましい。 
1．評価者と評価方法 

1）指導医自身による自己評価 
・「指導医自身による自己評価票」を用いる。チェックリストと自由記載 
  → 年 1 回（12 月頃） 
2）研修医 
・各診療科修了時の研修科に対する評価を、各診療科研修修了までに EPOC（チ

ェックリスト、自由記載）へ入力する。また研修医は「研修医による指導医に

対する評価票」を用いて、指導医の評価を行う。 
結果は全研修修了後まで非公開とする。 
3）研修管理センター 
・「研修管理センター → 指導医（指導科）への評価票」を用いる。診療科に対す

る指導分野別の自由記載であり、指導下の良い点、改善すべき点を自由形式で

記載する。 
  → 年 1 回（12 月頃） 

2．評価の取扱いと指導医へのフィードバック 
1）研修医は無記名でローテート期間も記載しないことで匿名性をできるだけ高

める 。評価の対象はかならずしもその科の研修責任者にかぎらず直接指導を

受けた指導医を対象（複数名評価可）とする。 
2）臨床研修センターはすべての研修医に記載を確実に促し回収する。年間分を末
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開封のまま保管する。 
3）臨床研修センターは、年度初めに評価資料を集計し、結果を整理分析する。 
4）臨床研修センターからの報告に基づき、次年度の研修管理委員会で評価の総括

を行い、その結果を各診療科指導責任者にフィードバックする。指導医個人へ

のフィードバックは重大な問題がある場合を除いて考慮しない。 
5）臨床研修センターは、各科指導責任者と共同して評価の結果を以後の指導に資

するように努める。 
6）なお、上記の手順においては、研修医と指導医個人のプライバシーの保護に配

慮する。 
 

③ 指導者の評価 
古賀総合病院初期研修における指導者評価は以下の手順で行われる。 
なお、評価方法、手順は今後ともプログラム評価や各委員会の議論によって変更、発

展されることが望ましい。 
1．評価者と評価方法 

1）指導者自身による自己評価 
・「指導者自身による自己評価票」を用いる。チェックリストと自由記載  

→ 年 1 回（12 月頃） 
2）研修医 
・指導者の所属する各部署（看護部門、薬剤部門、検査部門、リハビリ部門、事

務部門）に対する評価を、「研修医による指導者評価票」を用いる 
→ 年 1 回（12 月頃） 

3）研修管理センター 
・「研修管理センター → 指導者（指導部署）への評価票」を用いる。指導者に対

する自由記載であり、指導者・指導部署の良い点、改善すべき点を自由形式で

記載する。  
→ 年 1 回（12 月頃） 

2． 評価の取扱いと指導者へのフィードバック 
1）研修医は無記名でローテート期間も記載しないことで匿名性をできるだけ高

める 。評価の対象はかならずしもその部門の研修責任者にかぎらず直接指導

を受けた指導者を対象（複数名評価可）とする。 
2）臨床研修センターはすべての研修医に記載を確実に促し回収する。年間分を末

開封のまま保管する。 
3）臨床研修センターは、年度初めに評価資料を集計し、結果を整理分析する。 
4）臨床研修センターからの報告に基づき、次年度の研修管理委員会で評価の総括

を行い、その結果を各部門指導責任者にフィードバックする。指導者個人への

フィードバックは重大な問題がある場合を除いて考慮しない。 
5）臨床研修センターは、各部門指導責任者と共同して評価の結果を以後の指導に
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資するように努める。 
6）なお、上記の手順においては、研修医と指導者個人のプライバシーの保護に配

慮する。 
 

④ 研修プログラム全体の評価 
古賀総合病院初期研修における研修プログラム自体の評価は以下の手順で行われる。 
なお、評価方法、手順は今後ともプログラム評価や各委員会の議論によって変更、発

展されることが望ましい。 
1．評価者と評価方法 

1）研修医 
・メンターによる振り返りシートや、定期的なヒアリングを通して、プログラムに

関する評価、改善点などの提案を出す（研修医ヒアリングに関するマニュアル

参照） 
→ 年 3～4 回（適宜） 

・「研修環境の評価票」質問用紙に回答する 
→ 年 1 回（12 月～3 月頃） 

2）指導医、指導者 
・適宜、プログラムに関するフィードバックを臨床研修センターに報告する 
3）研修管理センター 
・研修医や指導医らからのフィードバックを広く受ける 
・JCEP（卒後臨床研修評価機構）によるサーベイを定期的に受ける努力を行う 
4）外部からの評価 
・ご意見箱などで患者さんからの意見を募る 
・患者会（糖尿病の会；はまゆう会）から意見を募る 

→適宜 
・地域医療支援協力病院懇談会（地域連携病院との懇談会）で、地域の病院・診

療所の先生方から意見を受ける 
→年に 1 回 

・救急搬送患者症例報告会（各救急隊との症例検討会）で意見を受ける 
→年に 1 回 

 
2． 評価の取扱いとフィードバック 

1）研修医や指導医などからヒアリングで受けた研修プログラムに関する意見や要

望で、コンフリクトを生じる可能性のあるものに関しては、情報の匿名化など

を行い研修医に不利益を被ることのないように最大限に努力する 
2）研修プログラムに関する評価や意見などを臨床研修センターの定例ミーティン

グ（週 1 回）で議論し、必要があれば研修医リクルート計画会議（月 1 回）、さ

らに卒後臨床研修管理委員会（年 3～4 回）で議論、承認、決済などを行いプロ
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グラム全体の改善に努める 
3）研修プログラムの総括的な評価は、JCEP サーベイの講評・結果による 

 
１２．後期研修と交流会 

① 研修修了後の進路（後期研修・専攻医） 
1．初期臨床研修を修了した者を対象とした後期研修医・専攻医制度を設けている 
2．後期研修医の募集は公募とし、面接のうえ採用の可否を決定する 
3．専攻医として当院専門研修プログラム（内科、総合診療）に進む場合は、日本専

門医機構にて専攻医登録後、各プログラムへ応募しなければならない 
4．後期研修医・専攻医の身分は常勤である 
 

② 研修修了者との交流会について 
 1．年に 1 回、当院にて研修を実施した医師と指導医・上級医との交流会を実施する 
2．交流会は臨床研修センターに事務局を置き、名簿の作成や交流会の案内を行う 

 
１３．研修医の処遇 

※「古賀総合病院 医師臨床研修規定」に定める 
【身  分】 初期研修医 ／ 常勤 
【給  与】 年俸制（1 年次 3,600,000 円、2 年次 4,200,000 円） 
            1 年次 300,000 円（月額）、2 年次 350,000 円（月額） 
【手  当】 調整手当（月額 50,000 円）、通勤手当、住宅手当、扶養家族手当 
            ※入寮者については、住宅手当は支給しない 
【給与支払日】 当月の 25 日払い 
          ※前月 16 日～当月 15 日分を支給（手当含む） 
【勤務体制】 4 週 8 休制（基本、土日祝日）、アルバイトは不可 
【勤務時間】 基本 8：30～17：00（うち 1 時間休憩） 
【医療保険】 全国健康保険協会（協会けんぽ） 
【年金保険】 厚生年金保険 
【労働者災害補償保険法の適用】 あり 
【雇用保険】 あり 
【健康管理】 定期健康診断あり 
【医師賠償責任保険】 病院で一括加入 

 
１４．資料請求先 

〒880-0041 
宮崎県宮崎市池内町数太木 1749-1 
社会医療法人同心会 古賀総合病院 
広報室・臨床研修センター 
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電話 0985（39）8888 
FAX 0985（39）0067 
E-mail アドレス：rinsho-k@kgh.or.jp 
URL：http://www.kgh.or.jp/ 

 
  

mailto:rinsho-k@kgh.or.jp
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資料 1．臨床研修の到達目標（厚生労働省） 

【臨床研修の基本理念】 
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】 

臨床研修医は、臨床研修の基本理念に則り、2 年間の臨床研修期間中において、遵守す

べき行動目標及び、習得すべき経験目標が定められています。 
 

 

チェック

1 Ⅰ-(1)-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 Ⅰ-(1)-2) 医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームド・コンセントが実施できる。

3 Ⅰ-(1)-3) 守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。

4 Ⅰ-(2)-1) 指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる。

5 Ⅰ-(2)-2) 上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。

6 Ⅰ-(2)-3) 同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。

7 Ⅰ-(2)-4) 患者の転入・転出に当たり、情報を交換できる。

8 Ⅰ-(2)-5) 関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。

9 Ⅰ-(3)-1) 臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断できる。

10 Ⅰ-(3)-2) 自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。

11 Ⅰ-(3)-3) 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。

12 Ⅰ-(3)-4) 自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。

13 Ⅰ-(4)-1) 医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。

14 Ⅰ-(4)-2) 医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。

15 Ⅰ-(4)-3) 院内感染対策（Standard Precautionsを含む。）を理解し、実施できる。

16 Ⅰ-(5)-1) 症例呈示と討論ができる。

17 Ⅰ-(5)-2) 臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。

18 Ⅰ-(6)-1) 保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。

19 Ⅰ-(6)-2) 医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。

20 Ⅰ-(6)-3) 医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。

21 Ⅰ-(6)-4) 医薬品や医療用具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。

22 Ⅱ-A-(1)-1)
医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキルを身に付け、患者
の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握できる。

23 Ⅱ-A-(1)-2) 患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取と記録ができる。

24 Ⅱ-A-(1)-3) 患者・家族への適切な指示、指導ができる。

Ⅰ-6 医療の社会性

Ⅰ-5 症例呈示

Ⅱ 経験目標

A 経験すべき診察法・検査・手技

A-(1) 医療面接

Ⅰ-2 チーム医療

臨床研修の到達目標

Ⅰ 医療人として必要な基本姿勢・態度

Ⅰ-(1) 患者－医師関係

Ⅰ-4 安全管理

Ⅰ-3 問題対応能力
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チェック

基本的な身体診察法

25 Ⅱ-A-(2)-1)
全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握、皮膚や表在リンパ節の診察を含む。）ができ、記載で
きる。

26 Ⅱ-A-(2)-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。

27 Ⅱ-A-(2)-3) 胸部の診察（乳房の診察を含む。）ができ、記載できる。

28 Ⅱ-A-(2)-4) 腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。

29 Ⅱ-A-(2)-5) 泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む。）ができ、記載できる。

30 Ⅱ-A-(2)-6) 骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる。

31 Ⅱ-A-(2)-7) 神経学的診察ができ、記載できる。

32 Ⅱ-A-(2)-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。

33 Ⅱ-A-(2)-9) 精神面の診察ができ、記載できる。

基本的な臨床検査

34 ⅡA-(3)-1)  一般尿検査 (尿沈渣顕微鏡検査を含む。)

35 ⅡA-(3)-2)  便検査（潜血、虫卵）

36 ⅡA-(3)-3)  血算・白血球分画

37 A ⅡA-(3)-4)  血液型判定・交差適合試験

38 A ⅡA-(3)-5)  心電図（12誘導）、負荷心電図

39 A ⅡA-(3)-6)  動脈血ガス分析

40 ⅡA-(3)-7)
 血液生化学的検査

・簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など）

41 ⅡA-(3)-8)  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。）

42 ⅡA-(3)-9)

 細菌学的検査・薬剤感受性検査

・検体の採取（痰、尿、血液など）
・簡単な細菌学的検査（グラム染色など）

43 ⅡA-(3)-10)
 呼吸機能検査

・スパイロメトリー

44 ⅡA-(3)-11)  髄液検査

45 ⅡA-(3)-12) 細胞診・病理組織検査

46 ⅡA-(3)-13)  内視鏡検査

47 A ⅡA-(3)-14)  超音波検査

48 ⅡA-(3)-15)  単純Ｘ線検査

49 ⅡA-(3)-16) 造影Ｘ線検査

50 ⅡA-(3)-17)  Ｘ線ＣＴ検査

51 ⅡA-(3)-18) ＭＲI検査

52 ⅡA-(3)-19) 核医学検査

53 ⅡA-(3)-20) 神経生理学的検査（脳波・筋電図など）

基本的手技

54 Ⅱ-A-(4)-1)  気道確保を実施できる。

55 Ⅱ-A-(4)-2)  人工呼吸を実施できる。（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む。）

56 Ⅱ-A-(4)-3)  胸骨圧迫を実施できる。

57 Ⅱ-A-(4)-4)  圧迫止血法を実施できる。

58 Ⅱ-A-(4)-5)  包帯法を実施できる。

59 Ⅱ-A-(4)-6)  注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施できる。

60 Ⅱ-A-(4)-7)  採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。

61 Ⅱ-A-(4)-8)  穿刺法（腰椎）を実施できる。

62 Ⅱ-A-(4)-9) 穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。

63 Ⅱ-A-(4)-10)  導尿法を実施できる。

64 Ⅱ-A-(4)-11)  ドレーン・チューブ類の管理ができる。

65 Ⅱ-A-(4)-12)  胃管の挿入と管理ができる。

A-(2)

A-(3)

A-(4)

臨床研修の到達目標
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チェック

66 Ⅱ-A-(4)-13)  局所麻酔法を実施できる。

67 Ⅱ-A-(4)-14)  創部消毒とガーゼ交換を実施できる。

68 Ⅱ-A-(4)-15)  簡単な切開・排膿を実施できる。

69 Ⅱ-A-(4)-16)  皮膚縫合法を実施できる。

70 Ⅱ-A-(4)-17)  軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。

71 Ⅱ-A-(4)-18)  気管挿管を実施できる。

72 Ⅱ-A-(4)-19)  除細動を実施できる。

基本的治療法

73 Ⅱ-A-(5)-1) 療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む。）ができる。

74 Ⅱ-A-(5)-2)
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、解熱薬、
麻薬、血液製剤を含む。）ができる。

75 Ⅱ-A-(5)-3) 基本的な輸液ができる。

76 Ⅱ-A-(5)-4) 輸血（成分輸血を含む。）による効果と副作用について理解し、輸血が実施できる。

77 Ⅱ-A-(6)-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。
診療録の作成を自ら行った経験があること

78 Ⅱ-A-(6)-2)
処方箋、指示箋を作成し、管理できる。
処方箋・指示書の作成を自ら行った経験があること

79 Ⅱ-A-(6)-3)
診断書、死亡診断書、死体検案書その他の証明書を作成し、管理できる。
診断書の作成を自ら行った経験があること

80 死亡診断書の作成を自ら行った経験があること

81 Ⅱ-A-(6)-4)
CPC（臨床病理検討会）レポートを作成し、症例呈示できる。
CPCレポート（剖検報告）の作成、症例呈示を自ら行った経験があること

82 Ⅱ-A-(6)-5)
紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。
紹介状、返信の作成を自ら行った経験があること

83 Ⅱ-A-(7)-1) 診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）を作成できる。

84 Ⅱ-A-(7)-2) 診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。

85 Ⅱ-A-(7)-3) 入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含む。）。

86 Ⅱ-A-(7)-4)
QOL（Quality of Life）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、社会復帰、在宅医療、
介護を含む。）へ参画する。

87 Ⅱ-B-1-1) 全身倦怠感

88 Ⅱ-B-1-2)  不眠

89 Ⅱ-B-1-3) 食欲不振

90 Ⅱ-B-1-4) 体重減少、体重増加

91 Ⅱ-B-1-5)  浮腫

92 Ⅱ-B-1-6)  リンパ節腫脹

93 Ⅱ-B-1-7)  発疹

94 Ⅱ-B-1-8) 黄疸

95 Ⅱ-B-1-9)  発熱

96 Ⅱ-B-1-10)  頭痛

97 Ⅱ-B-1-11)  めまい

98 Ⅱ-B-1-12) 失神

99 Ⅱ-B-1-13) けいれん発作

100 Ⅱ-B-1-14)  視力障害、視野狭窄

101 Ⅱ-B-1-15)  結膜の充血

102 Ⅱ-B-1-16) 聴覚障害

103 Ⅱ-B-1-17) 鼻出血

104 Ⅱ-B-1-18) 嗄声

臨床研修の到達目標

A-(7) 診療計画

頻度の高い症状

経験すべき症状・病態・疾患B

B-1

A-(5)

A-(6) 医療記録
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チェック

105 Ⅱ-B-1-19)  胸痛

106 Ⅱ-B-1-20)  動悸

107 Ⅱ-B-1-21)  呼吸困難

108 Ⅱ-B-1-22)  咳・痰

109 Ⅱ-B-1-23)  嘔気・嘔吐

110 Ⅱ-B-1-24) 胸やけ

111 Ⅱ-B-1-25) 嚥下困難

112 Ⅱ-B-1-26)  腹痛

113 Ⅱ-B-1-27)  便通異常(下痢、便秘)

114 Ⅱ-B-1-28)  腰痛

115 Ⅱ-B-1-29) 関節痛

116 Ⅱ-B-1-30) 歩行障害

117 Ⅱ-B-1-31)  四肢のしびれ

118 Ⅱ-B-1-32)  血尿

119 Ⅱ-B-1-33)  排尿障害（尿失禁・排尿困難）

120 Ⅱ-B-1-34) 尿量異常

121 Ⅱ-B-1-35) 不安・抑うつ

122 Ⅱ-B-2-1)  心肺停止

123 Ⅱ-B-2-2)  ショック

124 Ⅱ-B-2-3)  意識障害

125 Ⅱ-B-2-4)  脳血管障害

126 Ⅱ-B-2-5) 急性呼吸不全

127 Ⅱ-B-2-6)  急性心不全

128 Ⅱ-B-2-7)  急性冠症候群

129 Ⅱ-B-2-8)  急性腹症

130 Ⅱ-B-2-9)  急性消化管出血

131 Ⅱ-B-2-10) 急性腎不全

132 Ⅱ-B-2-11) 流・早産及び満期産

133 Ⅱ-B-2-12) 急性感染症

134 Ⅱ-B-2-13)  外傷

135 Ⅱ-B-2-14)  急性中毒

136 Ⅱ-B-2-15) 誤飲、誤嚥

137 Ⅱ-B-2-16)  熱傷

138 Ⅱ-B-2-17) 精神科領域の救急

139 外科症例レポート

140 B Ⅱ-B-3-(1)[1] 貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血）

141 Ⅱ-B-3-(1)[2] 白血病

142 Ⅱ-B-3-(1)[3] 悪性リンパ腫

143 Ⅱ-B-3-(1)[4] 出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）

144 A Ⅱ-B-3-(2)[1] 脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）

145 Ⅱ-B-3-(2)[2] 認知症疾患

146 Ⅱ-B-3-(2)[3] 脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫）

147 Ⅱ-B-3-(2)[4] 変性疾患（パーキンソン病）

148 Ⅱ-B-3-(2)[5] 脳炎・髄膜炎

B-2 緊急を要する症状・病態

臨床研修の到達目標

B-3-(2) 神経系

経験が求められる疾患・病態

B-3-(1) 血液系

B-3
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チェック

149 B Ⅱ-B-3-(3)[1] 湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）

150 B Ⅱ-B-3-(3)[2] 蕁麻疹

151 Ⅱ-B-3-(3)[3] 薬疹

152 B Ⅱ-B-3-(3)[4] 皮膚感染症

153 B Ⅱ-B-3-(4)[1] 骨折

154 B Ⅱ-B-3-(4)[2] 関節・靱帯の損傷及び障害

155 B Ⅱ-B-3-(4)[3] 骨粗鬆症

156 B Ⅱ-B-3-(4)[4] 脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）

157 A Ⅱ-B-3-(5)[1] 心不全

158 B Ⅱ-B-3-(5)[2] 狭心症、心筋梗塞

159 Ⅱ-B-3-(5)[3] 心筋症

160 B Ⅱ-B-3-(5)[4] 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）

161 Ⅱ-B-3-(5)[5] 弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）

162 B Ⅱ-B-3-(5)[6] 動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）

163 Ⅱ-B-3-(5)[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）

164 A Ⅱ-B-3-(5)[8] 高血圧症（本態性、二次性高血圧症）

165 B Ⅱ-B-3-(6)[1] 呼吸不全

166 A Ⅱ-B-3-(6)[2] 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）

167 B Ⅱ-B-3-(6)[3] 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症）

168 Ⅱ-B-3-(6)[4] 肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）

169 Ⅱ-B-3-(6)[5] 異常呼吸（過換気症候群）

170 Ⅱ-B-3-(6)[6] 胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）

171 Ⅱ-B-3-(6)[7] 肺癌

172 A Ⅱ-B-3-(7)[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）

173 B Ⅱ-B-3-(7)[2] 小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔瘻）

174 Ⅱ-B-3-(7)[3] 胆嚢・胆管疾患（胆石症、胆嚢炎、胆管炎）

175 B Ⅱ-B-3-(7)[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）

176 Ⅱ-B-3-(7)[5] 膵臓疾患（急性・慢性膵炎）

177 B Ⅱ-B-3-(7)[6] 横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）

178 A Ⅱ-B-3-(8)[1] 腎不全（急性・慢性腎不全、透析）

179 Ⅱ-B-3-(8)[2] 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）

180 Ⅱ-B-3-(8)[3] 全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）

181 B Ⅱ-B-3-(8)[4] 泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石症、尿路感染症）

182 B Ⅱ-B-3-(9)[1] 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）

183 Ⅱ-B-3-(9)[2]
女性生殖器及びその関連疾患（月経異常（無月経を含む。）、不正性器出血、更年期障害、外陰・腟・
骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍）

184 B Ⅱ-B-3-(9)[3] 男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍）

185 Ⅱ-B-3-(10)[1] 視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）

186 Ⅱ-B-3-(10)[2] 甲状腺疾患（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）

187 Ⅱ-B-3-(10)[3] 副腎不全

臨床研修の到達目標

B-3-(6) 呼吸器系

B-3-(3) 皮膚系

B-3-(4) 運動器系

B-3-(5) 循環器系

B-3-(9) 妊娠分娩・生殖器系

B-3-(8) 腎・泌尿器系

B-3-(7) 消化器系

B-3-(10) 内分泌系
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チェック

188 A Ⅱ-B-3-(10)[4] 糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）

189 B Ⅱ-B-3-(10)[5] 高脂血症

190 Ⅱ-B-3-(10)[6] 蛋白及び核酸代謝異常（高尿酸血症）

191 B Ⅱ-B-3-(11)[1] 屈折異常（近視、遠視、乱視）

192 B Ⅱ-B-3-(11)[2] 角結膜炎

193 B Ⅱ-B-3-(11)[3] 白内障

194 B Ⅱ-B-3-(11)[4] 緑内障

195 Ⅱ-B-3-(11)[5] 糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化

196 B Ⅱ-B-3-(12)[1] 中耳炎

197 Ⅱ-B-3-(12)[2] 急性・慢性副鼻腔炎

198 B Ⅱ-B-3-(12)[3] アレルギー性鼻炎

199 Ⅱ-B-3-(12)[4] 扁桃の急性・慢性炎症性疾患

200 Ⅱ-B-3-(12)[5] 外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物

201 Ⅱ-B-3-(13)[1] 症状精神病

202 A Ⅱ-B-3-(13)[2] 認知症（血管性認知症を含む。）

203 Ⅱ-B-3-(13)[3] アルコール依存症

204 A Ⅱ-B-3-(13)[4] 気分障害（うつ病、躁うつ病を含む。）

205 A Ⅱ-B-3-(13)[5] 統合失調症

206 Ⅱ-B-3-(13)[6] 不安障害（パニック障害）

207 B Ⅱ-B-3-(13)[7] 身体表現性障害、ストレス関連障害

208 B Ⅱ-B-3-(14)[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）

209 B Ⅱ-B-3-(14)[2] 細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球菌、クラミジア)

210 B Ⅱ-B-3-(14)[3] 結核

211 Ⅱ-B-3-(14)[4] 真菌感染症（カンジダ症）

212 Ⅱ-B-3-(14)[5] 性感染症

213 Ⅱ-B-3-(14)[6] 寄生虫疾患

214 Ⅱ-B-3-(15)[1] 全身性エリテマトーデスとその合併症

215 B Ⅱ-B-3-(15)[2] 関節リウマチ

216 B Ⅱ-B-3-(15)[3] アレルギー疾患

217 Ⅱ-B-3-(16)[1] 中毒（アルコール、薬物）

218 Ⅱ-B-3-(16)[2] アナフィラキシー

219 Ⅱ-B-3-(16)[3] 環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）

220 B Ⅱ-B-3-(16)[4] 熱傷

221 B Ⅱ-B-3-(17)[1] 小児けいれん性疾患

222 B Ⅱ-B-3-(17)[2] 小児ウイルス感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ）

223 Ⅱ-B-3-(17)[3] 小児細菌感染症

224 B Ⅱ-B-3-(17)[4] 小児喘息

225 Ⅱ-B-3-(17)[5] 先天性心疾患

226 B Ⅱ-B-3-(18)[1] 高齢者の栄養摂取障害

227 B Ⅱ-B-3-(18)[2] 老年症候群（誤嚥、転倒、失禁、褥瘡）

臨床研修の到達目標

B-3-(11) 眼・視覚系

B-3-(12) 耳鼻・咽喉・口腔系

B-3-(15) 免疫・アレルギー

B-3-(16) 物理・化学的因子

B-3-(13) 精神・神経系

B-3-(14) 感染症

B-3-(17) 小児疾患

B-3-(18) 加齢と老化
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チェック

228 Ⅱ-C-(1)-1) バイタルサインの把握ができる。

229 Ⅱ-C-(1)-2) 重症度及び緊急度の把握ができる。

230 Ⅱ-C-(1)-3) ショックの診断と治療ができる。

231 Ⅱ-C-(1)-4)
二次救命処置 (ACLS = Advanced Cardiovascular Life Support、呼吸・循環管理を含む。)ができ、一
次救命処置（BLS = Basic Life Support）を指導できる。

232 Ⅱ-C-(1)-5) 頻度の高い救急疾患の初期治療ができる。

233 Ⅱ-C-(1)-6) 専門医への適切なコンサルテーションができる。

234 Ⅱ-C-(1)-7) 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。

235 Ⅱ-C-(2)-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。

236 Ⅱ-C-(2)-2) 性感染症予防、家族計画を指導できる。

237 Ⅱ-C-(2)-3) 地域・産業・学校保健事業に参画できる。

238 Ⅱ-C-(2)-4) 予防接種を実施できる。

239 Ⅱ-C-(3)-1)
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（在宅医療を含む）について理解し、実践す
る。

240 Ⅱ-C-(3)-2) 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。

241 Ⅱ-C-(3)-3) へき地・離島医療について理解し、実践する。

242 Ⅱ-C-(4)-1) 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。

243 Ⅱ-C-(4)-2) 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。

244 Ⅱ-C-(4)-3) 虐待について説明できる。

245 Ⅱ-C-(4)-4) 学校、家庭、職場環境に配慮し、地域との連携に参画できる。

246 Ⅱ-C-(4)-5) 母子健康手帳を理解し活用できる。

247 Ⅱ-C-(5)-1) 精神症状の捉え方の基本を身につける。

248 Ⅱ-C-(5)-2) 精神疾患に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。

249 Ⅱ-C-(5)-3) デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する。

250 Ⅱ-C-(6)-1) 心理社会的側面への配慮ができる。

251 Ⅱ-C-(6)-2) 治療の初期段階から基本的な緩和ケア（ＷＨＯ方式がん疼痛治療法を含む。）ができる。

252 Ⅱ-C-(6)-3) 告知をめぐる諸問題への配慮ができる。

253 Ⅱ-C-(6)-4) 死生観・宗教観などへの配慮ができる。

254 臨終の立ち会いを経験すること

255 Ⅱ-C-(7)-1) 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。

256 Ⅱ-C-(7)-2) 社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。

臨床研修の到達目標

救急医療 救急医療の現場を経験すること

C-(7) 地域保健

C-(6) 緩和ケア・終末期医療

C-(5) 精神保健・医療 精神保健福祉センター、精神科病院等の精神保健・医療の現場を経験すること

C-(4) 周産・小児・成育医療 周産・小児・成育医療の現場を経験すること

C-(3) 地域医療 へき地・離島診療所、中小病院・診療所等の地域医療の現場を経験すること

C-(2) 予防医療 予防医療の現場を経験すること

C 特定の医療現場の経験

C-(1)
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資料 2．研修レポート作成方法関連書類一覧 

 

① レポート作成上の注意 

② Ａ疾患レポート一覧表（表紙） 

③ A 疾患レポートフォーマット 

④ 頻度の高い 20 症状レポート一覧表（表紙） 

⑤ 20 症例レポートフォーマット（入院患者用） 

⑥ 20 症例レポートフォーマット（外来患者用） 

⑦ 外科症例レポート（表紙） 

⑧ 外科症例レポートフォーマット 

⑨ CPC レポートの表紙 

⑩ CPC レポート作成要領 

⑪ CPC 研修評価表 

⑫ 研修レポート評価表 ※評価者用ですので提出は不要です 

⑬ B 疾患（38 項目）チェック表 ※セルフチェック用に活用して下さい 
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古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム レポート作成上の注意 Ver.2016-4 

 

１．提出用レポートフォーマットのダウンロード 

1）各レポートの様式については、「 グループウェア下部 同心会共有 → 01古賀総合病院 → 01診療部  

→ 初期研修医 → 初期研修医レポート書式集 」のフォルダ内に保管しております。 

レポート様式をダウンロードされる場合、ダウンロードしようとする様式のファイル名を右クリック後、 

ご自身のパソコンに名前を付けて保存してからご使用下さい。   

 

２．患者情報／研修情報記載時の注意点 

１） 記載が必要なもの：年齢、性別、研修病院/診療所、研修分野、担当時期、指導医名。 

２） 記載してはならないもの：患者名、生年月日、住所、患者 ID。 

 

３．レポートの記載形式 

１） A 疾患：Full summary形式（診断名・主訴・現病歴～考察まで）での記載を原則とする。 考察は A

疾患についての内容を記載すること。他の形式で記載された文書のコピー添付は認めない。 尚、自分の

担当中に当該患者の入退院がない引き継ぎ症例の場合は、その時点での診断名を記載した上で自分の担当

期間に関する内容でまとめて良い。 

２） 20 症状：入院患者か外来患者かによって別々のフォーマットを使用し、下記に示す内容での記載を

原則とする。他の様式で記載された文書のコピー添付は認めない。 なお、アセスメントおよびプラン

は、当該 20症状に対しての内容を十分記載すること。 

① 担当した入院患者の経過記録をまとめる場合：レポートの冒頭にその症状がどのような患者背景の

もとで発症したのか（入院となっている主病態の説明、それまでの簡単な病状経過の説明）を 5～6

行程度でまとめ、それに続いてその症状に関する内容を SOAP形式で記載する。 

② 担当した外来患者の経過記録をまとめる場合：主訴・現病歴→診察・検査所見→初期アセスメント

→初期対応→その後の経過→転帰、の一連の流れが分かるように記載すること。 

３） 外科症例：Full summary形式を原則とする。入院後経過では、術前評価と術後管理の内容が分かるも

のを提出すること。 また、手術記録をあわせて添付すること。 

４） CPC 症例：別紙のレポート作成方法を参照のこと。 

 

４．症例の選択 

１） 許容される提出症例の重複： 

① 「A疾患」同士の重複：原則として、最大 2つまでとする（例 1：心不全と高血圧、例 2：糖尿病と腎

不全、など） 

② 「A疾患」と「20症状」の重複：原則として、最大 3つまでとする。 

（例 1：肺炎と発熱と呼吸困難、例２：脳梗塞と高血圧とめまい、など） 

③ 「20症状」同士の重複：原則として、最大 2つまでとする 

（例 1：胸痛と動悸など、例 2：腰痛と血尿、など） 

２） 症状と所見の整合性：評価者が客観的に判断できるような症例を選択すること 

（例 1：「呼吸困難」で呼吸数正常や SpO2正常、例 2：「動悸」で PR60/分台で脈不整なし、例 3：「便通

異常」で病歴/診察所見に排便回数の記載がない、など） 
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古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム レポート作成上の注意 Ver.2016-5 

 

２）症状と所見の整合性：評価者が客観的に判断できるような症例を選択すること（例 1：「呼吸困難」で呼

吸数正常や SpO2正常、例 2：「動悸」で PR60/分台で脈不整なし、例 3：「便通異常」で病歴/診察所見に

排便回数の記載がない、など） 

 

５．作成レポートの提出方法 

1） 作成したレポートは、随時 EPOC 上でアップロードをして下さい。 レポートのアップロード後、 

指導医の先生へレポート確認依頼メールを送信することが出来ますので、メールを忘れずに送信   

して下さい。 

２） アップロードした後、レポートをプリントアウトし、各自に配布する「レポート提出用ファイル」に 

綴じて、下記の提出日時までに全て揃った状態で提出して下さい。 

３） ファイル提出時の注意事項 

①各研修医に別途配布したレポート提出用ファイルに、「A疾患」→「20症状」→「外科症例」→「CPC」

の順に綴じること（合計 32レポート）。 

②「A疾患」「20症例」「外科症例」の前には、古賀総合病院卒後臨床研修管理委員会が作成した各項目の

症例一覧表を『表紙』として付けること。 

③「CPCレポート」には必ず A４サイズ１枚の『表紙』を作成し、その前には『CPC研修評価表』（臨床指

導医と病理指導医から評価をもらった状態のもの）を添付すること。 

 

６.提出日時 

１） 平成 29年度研修開始者：提出期限は平成 31 年 1月 31 日 朝まで。  

【提出場所】古賀総合病院 臨床研修センター  ※提出期限厳守！！ 

 

７.提出されたレポートの取り扱い（レポート評価を含む） 

1） 古賀総合病院指導医が研修アドバイザーとして担当している研修医のレポートを 3 段階（A：優良、B：

可、C：要改善）で評価する（評価表は別紙参照）。C（要改善）と評価されたレポートについては、アドバ

イザーから研修医へ修正あるいは症例差し替えを通知し、再提出を要請する。アドバイザーは再提出レポー

トを再評価する。 

2） 研修アドバイザーの評価をパスしたレポートは、その後、古賀総合病院卒後臨床研修管理委員会で最終

審議され、修了要件を満たせば「修了」と判定される。 
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◆ 臨床研修の到達目標には、必ず経験すべき症状があります（Ａ疾患：入院患者を受け持ち、診断・

検査・治療方針について症例レポートを提出すること）。下記に疾患リストを挙げます。 

 

◆この一覧表を提出レポートの表紙とし、症例１～１０の順にレポートを綴じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重複して使用している症例がある場合は、チェック欄に◎を付けてください 

 

 

 

以上の症例レポートを提出致します。 

 

 

 

研修医 氏名【           】 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム Ａ疾患症例レポート 

Ａ疾患リスト 

No. 疾 患 名 チェック欄 

1 脳障害  

2 心不全  

3 高血圧  

4 呼吸器感染  

5 消化器疾患  

6 腎不全  

7 糖代謝異常  

8 認知症  

9 統合失調症  

10 気分障害  

古賀総合病院  

Ａ疾患レポート 症例一覧表 
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研修医名  

該当する疾患

（○で囲む） 

1.脳障害     2.心不全    3.高血圧     4.呼吸器感染     5.消化器疾患  

6.腎不全    7.糖代謝異常    8.認知症    9.統合失調症    10.気分障害  

研修病院名・ 
診療科名 あ               病院            科 

研修分野 

 

内科 ・ 外科 ・ 救急 ・ 小児 ・ 産科 ・ 麻酔 ・ 精神 ・ その他(       ) 

患者担当年月 平成       年       月 

指導医名  
 

※以下の枠内に、各項目の流れに沿って記載して下さい。 

〔患者年齢・性別〕  

〔確定診断名〕  

〔主 訴〕  

〔現病歴〕  

〔既往歴〕  

〔生活・社会歴〕  

〔家族歴〕  

〔入院時現症〕  

〔検査所見〕  

〔入院後経過〕  

〔退院時処方〕 ※薬剤名は原則として一般名を記載し、一般名の後の括弧内に商品名を記載して下さい。 

〔考 察〕  

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム Ａ疾患症例レポート 
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古賀総合病院  

医師臨床研修 頻度の高い症状レポート一覧 
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◆ 臨床研修の到達目標には、必ず経験すべき症状があります（頻度の高い症状：その症状を自ら    

診察し、鑑別診断を行うこと）。 下記の２０症状については、レポートの提出が必要です。 

 

◆ この一覧表を提出レポートの表紙とし、症状 1～20の順にレポートを綴じて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重複し て使用し

ている症 例がある

場合は、 チェック

欄に◎を 付けてく

ださい 

以上のレポートを提出致します。 

研修医 氏名【          】 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 20症例レポート【入院患者用】 

頻度の高い症状（２０項目） 

No. 疾 患 名 チェック欄 

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 結膜の充血  

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  

17 腰痛  

18 四肢のしびれ  

19 血尿  

20 排尿障害  
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研修医名 
 

症 状    
（○で囲む） 

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 17.腰痛 18.四肢しびれ 19.血尿 20.排尿障害 

研修病院名・ 

診療科名 あ               病院            科 

研修分野 

 

内科 ・ 外科 ・ 救急 ・ 小児 ・ 産科 ・ 麻酔 ・ 精神 ・ その他(       ) 

患者担当年月 平成       年       月 

指導医名  

※以下の枠内に、各項目の流れに沿って記載して下さい。 

【患者背景のまとめ】 

〔患者年齢・性別〕 

 

【ＳＯＡＰ診療記録】 ※A/P）については、当該 20症状についての内容を中心に記載すること。 

Ｓ） 

 

Ｏ） 

 

 

Ａ） 

 

 

 

Ｐ） 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 20症例レポート【外来患者用】 

研修医名  
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症 状    
（○で囲む） 

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 17.腰痛 18.四肢しびれ 19.血尿 20.排尿障害 

研修病院名・ 

診療科名 あ               病院            科 

研修分野 

 

内科 ・ 外科 ・ 救急 ・ 小児 ・ 産科 ・ 麻酔 ・ 精神 ・ その他(       ) 

患者担当年月 平成       年       月 

指導医名  

※以下の枠内に、各項目の流れに沿って記載して下さい。 

〔患者年齢・性別〕 

〔主訴〕 

〔現病歴〕 

 

 

〔既往歴・生活歴〕 

〔身体所見〕 

 

 

〔検査所見〕 

 

 

〔初期ｱｾｽﾒﾝﾄ〕 

 

 

〔初期対応とその後の経過〕 

 

 

〔転帰〕 ※ここには入院、帰宅(翌日受診)、他科コンサルト等について記載 

 

 

◆ 臨床研修の到達目標には、1例以上の外科症例レポート(症例を受け持ち、診断・検査・術後     

古賀総合病院 

卒後臨床研修 外科症例レポート 
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管理等について記載されたもの)の提出が必須です。 この表をレポートの表紙にし、レポートを  

添付してください。 

 

 

 

 

 

【疾患名】                                  

 

【術式名】                                  

 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

以上の症状レポートを提出いたします 

 

 

研修医 氏名【            】 

 

 

 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 外科症例レポート 

研修医名  

1.外科症例レポート（診断・検査・術後管理等を含む） 
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研修病院名・ 
診療科名 あ               病院            科 

研修分野 

 

内科 ・ 外科 ・ 救急 ・ 小児 ・ 産科 ・ 麻酔 ・ 精神 ・ その他(     ) 

患者担当年月 平成       年       月 

指導医名  

※以下の枠内に、各項目の流れに沿って記載して下さい。 

〔患者年齢・性別〕 

〔確定診断名〕 

〔主訴〕 

〔現病歴〕 

〔既往歴〕 

〔生活・社会歴〕 

〔家族歴〕 

〔入院時現症〕 

〔検査所見〕 

〔入院後経過〕※術前評価、手術、出後経過について分かりやすく記載して下さい。 

〔退院時処方〕※薬剤名は原則として一般名を記載し、一般名の後の括弧内に商品名を記載して下さい 

〔考察〕 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 外科症例レポート 
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古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム CPCレポート表紙 
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ＣＰＣレポート 
 

 

 

 

提出日時：    年   月   日 

研修医氏名： ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本評価表は CPC レポートの最後に添付して提出すること。 

ＣＰＣレポート作成要領 
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◆ＣＰＣ研修で必要な提出書類 

１）ＣＰＣ評価表（指導医の評価、自己評価を記入） 

２）ＣＰＣレポート（担当症例について各自で作成） 

 

 

以下、ＣＰＣレポートに必要な項目を提示します 

 

 

《１ページ目》 

表紙（提出日と氏名のみ記入） 

 

《２ページ目》 

研修医氏名： 

研修施設 ： 

 

剖検番号：Ａ     （依頼科・主治医：           剖検担当医：           ） 

死亡日時：     年   月   日   時   分 

剖検日時：     年   月   日   時   分 

ＣＰＣ開催日：   年   月   日 

 

「症例」  歳、  性 

「主訴」 

「臨床診断」 

「臨床経過（現病歴から入院後経過を簡潔に。10行程度で」 

「既往歴・家族歴・生活歴（特に問題となるもの）」 

「検査所見」血液検査・心電図・画像、その他必要に応じて 

「入院経過中の治療」 

「臨床上の疑問点・問題点」 

「肉眼的解剖所見（異常所見を中心に。異常が無くてもバイタルオーガンについては記載）」 

「組織学的所見（異常所見を中心に。）」 

「臨床上の疑問点・問題点に対する病理側からの回答」 

「病理解剖診断」主病変・副病変・死因 

「総括（10行程度で。）」 

「考察（参考文献も含めて。）」 

 

 

古賀総合病院 卒後臨床研修プログラム 

ＣＰＣ研修評価表 

 

研修医氏名：                  提出日：    年    月    日 
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1) 臨床指導医による評価項目 自己評価 指導医評価 

1. 病理解剖の手続き、法的問題を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

2. 遺族から病理解剖承諾を得る態度は適切であったか ［      ］ ［      ］ 

   2) 病理指導医による評価項目 自己評価 指導医評価 

1. 剖検前に臨床経過と臨床的問題点を病理医に適切に説明できたか ［      ］ ［      ］ 

2.病理解剖室での態度は適切であったか ［      ］ ［      ］ 

3.病理医の述べる肉眼所見を適切に記録できたか ［      ］ ［      ］ 

4.肉眼所見における問題点を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

5.肉眼所見に基づく暫定診断を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

6.顕微鏡所見を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

7.臨床経過と病理解剖結果の関連を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

8.最終病理診断を説明できたか ［      ］ ［      ］ 

   3) 臨床指導医、病理指導医両者による評価項目 自己評価 指導医評価 

1.CPCの資料は適切なものを用意できたか ［      ］ ［      ］ 

2.CPCにおける症例呈示は適切であったか ［      ］ ［      ］ 

3.CPCのおける討議で積極的に意見を述べたか ［      ］ ［      ］ 

4.CPCレポートの内容は適切であったか ［      ］ ［      ］ 

① 臨床経過のまとめ ［      ］ ［      ］ 

② 臨床上の問題点のまとめ ［      ］ ［      ］ 

③ 病理肉眼所見のまとめ ［      ］ ［      ］ 

④ CPCのまとめ ［      ］ ［      ］ 

⑤ 臨床経過と病理所見を関連付けた症例のまとめと考察 ［      ］ ［      ］ 

 5.その他の特記すべき事項   

Ｃ Ｐ Ｃ 開 催 日 時：         年       月    日 

臨床指導医のサイン：               (提出時必要)  

病理指導医のサイン：               (提出時必要) 

総合評価       (提出時不要) 

評価は、3段階（ A: 優、 B: 良、 C: 可）で記入してください。） 

    

研修レポート評価表(平成 29年度修了判定用)  評価日：平成  年  月  日 

研修医氏名                   レポート評価者名             

Ａ疾患(１０疾患) 評価欄 コメント欄 

1 
脳・脊髄血管障害 

(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血) 
  

2 心不全   
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【評価注意事項】 

1)レポートは三段階（Ａ:優 Ｂ:良 Ｃ:要改善）で評価してください。 

2)Ｃ（要改善）と評価されたレポートは再提出となりますので、評価者はどの点を修正すうべきか、    

コメント欄に具体的に記載して下さい。 

Ｂ疾患(38 病態)チェック表 

3 高血圧症(本態性、二次性高血圧症)   

4 呼吸器感染症(急性上気道炎、気管支炎、肺炎)   

5 
食道・胃・十二指腸疾患 

(食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二支腸炎) 
  

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 痴呆(血管性痴呆を含む)   

9 統合失調症(精神分裂症)   

10 気分障害(うつ病、躁うつ病を含む)   

    
頻度の高い症状(20症状) 評価欄 コメント欄 

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 結膜の充血   

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(下痢、便秘)   

17 腰 痛   

18 四肢のしびれ   

19 血 尿   

20 排尿障害(尿失禁・排尿困難)   

    
外科症例(1症例)   

集   計 /３１ 
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研修医 氏名【           】 

 

資料 3．評価票一覧 

 

疾患名  病 態（全てＢ疾患） 経験隅チェック

 （１）血液･造血器・リンパ網内系疾患 1 ①貧血（鉄欠乏貧血、二次性貧血）  

（３）皮膚系疾患 

2 ①湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）  

3 ②蕁麻疹  

4 ④皮膚感染症  

（４）運動器（筋骨格）系疾患 

5 ①骨折  

6 ②関節・靭帯の損傷及び障害  

7 ③骨粗鬆症  

8 ④脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）  

（５）循環器系疾患 

9 ②狭心症、心筋梗塞  

10 ④不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）  

11 ⑥動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤）  

（６）呼吸器系疾患 
12 ①呼吸不全  

13 ③閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張

症） 
 

（７）消化器系疾患 

14 ②小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔

 
 

15 
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

 

 

16 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）

 
17 ④泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症）  

（９）妊娠分娩と生殖器疾患 
18 

①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） 

 

19 ③男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫

瘍） 
 

（１０）内分泌・栄養・代謝系疾患 20 ⑤高脂血症  

（１１）眼・視覚系疾患 

21 ①屈折異常（近視、遠視、乱視）  

22 ②角結膜炎  

23 ③白内障  

24 ④緑内障  

（１２）耳鼻・咽喉・口腔系疾患 
25 ①中耳炎  

26 ③アレルギー性鼻炎  

（１３）精神・神経系疾患 

 

27 ⑦身体表現性障害、ストレス関連障害  

（１４）感染症 

28 
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）  

29 
②細菌感染症(ブドウ球菌、ＭＲＳＡ、Ａ群レンサ球
菌、クラミジア) 

 

30 ③結核 

 

 

（１５）免疫・アレルギー疾患 
31 ②慢性関節リウマチ  

32 ③アレルギー疾患  

（１６）物理・化学的因子による疾患 

 

33 ④熱傷  

（１７）小児疾患 

34 ①小児けいれん性疾患  

35 
②小児ウイルス感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水
痘、  突発性発疹、インフルエンザ） 

 

36 ④小児喘息  

37 ①高齢者の栄養摂取障害  
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① 研修医自身による自己評価票 

② 研修医による指導医に対する評価票 

③ 研修医による指導者に対する評価票 

④ 指導医自身による自己評価票 

⑤ 指導医による研修医に対する評価票 

⑥ 指導者自身による自己評価票 

⑦ 指導者による研修医に対する評価票 

⑧ 研修環境の評価票 
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① 

研修医自身による自己評価票 

 

臨床研修科                  研修医名               

 

4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.改善が必要 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 
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3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 

【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接研修医には公表しません。  
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② 

研修医による指導医に対する評価票 

 

臨床研修科                  指導医名               

 
4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.ぜひ改善してほしい 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 
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3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 

【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接指導医には公表しません。 
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③ 

研修医による指導者に対する評価票 

 

臨床研修科                  指導者名               

 
4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.ぜひ改善してほしい 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる   ４・３・２・１・ＮＡ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１・ＮＡ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１・ＮＡ 

3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１・ＮＡ 
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【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)自身の立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録等を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１・ＮＡ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１・ＮＡ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１・ＮＡ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１・ＮＡ 

 

自由記載欄 

 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接指導者には公表しません。 
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④ 

研修医自身による自己評価票 

 

臨床研修科                  研修医名               

 

4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.改善が必要 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 
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3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 

【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接研修医には公表しません。 
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⑤ 

指導医による研修医に対する評価票 

 

臨床研修科                  研修医名               

 
4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.ぜひ改善してほしい 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 
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3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 

【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接研修医には公表しません。 
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⑥ 

指導者自身による自己評価票 

 

臨床研修科                  指導者名               

 

4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.改善が必要 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 
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3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 

【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接研修医には公表しません。 
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⑦ 

指導者による研修医に対する評価票 

 

臨床研修科                  研修医名               

 
4.とても良い  3.良い  2.やや良くない  1.ぜひ改善してほしい 

 

【1】医療者としての態度 

1社会人としての態度 

1)挨拶   ４・３・２・１ 

2)ルール ４・３・２・１ 

3)身だしなみ・清潔 ４・３・２・１ 

4)時刻を守る ４・３・２・１ 

5)健康管理 ４・３・２・１ 

 

2医療安全 

1)医療安全に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

2)感染対策に関する知識を持ち、これに基づいて適切に行動できる ４・３・２・１ 

 

3職業倫理 

1)医の倫理、生命倫理に配慮した態度をとることができる ４・３・２・１ 

2)患者のプライバシーに配慮した行動がとれる ４・３・２・１ 

 

4学習態度 

1)自己啓発の努力をしている ４・３・２・１ 

 

【2】患者・医師関係 

1共感 

1)患者・家族に対し傾聴の態度を示すことができる ４・３・２・１ 

2)患者・家族に対し共感することができる ４・３・２・１ 

 

2患者との協働医療 

1)患者・家族の意志を尊重して医療を展開する姿勢がとれる 

 ４・３・２・１ 

3コミュニケーション 

1)患者、家族との良好なコミュニケーションがとれる ４・３・２・１ 
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【3】チーム医療 

1情報共有 

1)多職種と良好なコミュニケーションを取ることができる ４・３・２・１ 

 

2協働 

1)医師としての立場を自覚し、チームの中での役割を果たすことができる 

 ４・３・２・１ 

2)他職種の役割を尊重できる ４・３・２・１ 

 

【4】医療記録・症例提示 

1医療記録 

1)診療録を迅速かつ適確に記載できる ４・３・２・１ 

 

2症例提示 

1)明確で論理的な症例提示ができる ４・３・２・１ 

 

【5】医療の社会性 

1医療の社会性 

1)保健医療法規・制度に沿った診療ができる ４・３・２・１ 

2)制度や社会資源を利用した医療を提供できる ４・３・２・１ 

 

自由記載欄 

 

 

本評価票は、卒後臨床研修管理委員会で厳重に保管しプライバシーを守ります。 

またプログラムそのものを評価するものであり直接研修医には公表しません。 
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1. 大変よく当てはまる 2. 当てはまる 3. どちらともいえない

4. 当てはまらない 5. 全く当てはまらない

  
　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

　　１　　　２　　　３　　　４　　　５

研修医氏名：

37 指導医からは自立心を持った学習を促されている

38 研修を満足に修了できなかった研修医へのカウンセリングの機会
　　が十分にある

39 指導医は私の長短所について良いフィードバックをしてくれる

40 指導医は互いを尊重する雰囲気を促進している

あなたの現在の研修に関する教育環境についてあてはまるものをお答えください。
＜１～40の項目、それぞれについて、以下の「1 大変よく当てはまる」～「5 全く当てはまらない」でお気持ちに最も近い数字
を○印で囲んで下さい。

35 指導医は各方面で充分にサポートしてくれる

36 現職の業務を楽しんで行える

24 この病院環境の中で身体的に安全な研修ができる

13 現職務には性差別がある

14 明確な臨床プロトコール（マニュアルなど）がある

15 指導医は熱意を持って指導してくれる

16 同年代の医師とよい協調関係がある

17 労働時間は協約を遵守している

18 継続した患者ケアを提供する機会がある

7　現職務には人種差別がある

8　不適当な仕事をさせられる

研修環境の評価票

31 指導医は相談しやすい状況にある

32 現職での仕事量は適切である

33 指導医は学習機会を効果的に活用している

34 この研修で指導的立場の医師としての力が充分つくと思う

25 人をとがめるような責任追及的文化はない

26 当直中に十分な食事をとることが可能である

27 ニーズにあった臨床学習を行う機会が十分にある

28 指導医は高い指導能力をもつ

29 病院ではチームの一員として働いていると思う

30 相応の実践的な処置を習得する機会がある

19 広くキャリア全般について助言を受けられる

20 研修の当直のため適切な宿泊施設が用意されている

21 私のニーズに合った教育プログラムである

22 指導医から定期的にフィードバックをもらえる

23 私の指導医はきちんと教育をしている

9　「研修医手帳」の内容は十分である

10 指導医はコミュニケーション術に長けている

11 不適切に院内PHSで呼ばれる

12 教育的プログラムに積極的に参加できる

1　私の雇用契約には労働時間に関する情報が含まれている

2　指導医から期待する目標を明確に知らされている

3　現職務において学習時間は保証されている

4　研修開始時に十分なオリエンテーションを受けた

5　職務のレベルに適した責任を与えられている

6　臨床現場での良い監督が常時得られる



60 
 

資料 4．Minimum EPOC について 
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資料 5．研修修了判定について 
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資料 6．事務諸手続きについて 
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資料 7．入職時確認事項 
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資料 8．図書について 
 
① 古賀総合病院本館 2 階図書室 

24 時間使用可（図書の院外持ち出しは原則禁止） 
 

② 院内図書の検索 
  医局の専用 PC 上のシステムを利用し検索が可能 
 
③ メディカルオンライン 

インターネットに接続できる PC でアクセスしてください 
   
④ 医中誌 
  医局の専用 PC 上のシステムを利用し検索が可能 
 
⑤ 文献複写申込 
  当院にて入手できない文献でも、宮崎大学付属図書館で入手可能な文献もあります。 

宮崎大学付属図書館蔵書検索システム（OPAC）で所蔵を確認の上、「文献複写申込書」

へ必要事項を記入し、図書委員会事務担当（医局秘書）へ依頼してください。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 不明な点は図書委員会事務担当（医局秘書）へお問い合わせください。 
PHS：3715 または 3348 

 

複写料金
一枚あたり35円（モノクロ）、90円（カラー）

支払
研修医・・・研修費
研修医以外・・・個人支払

申込者

申込者

申込者から図書担当者へ

図書担当者

宮崎大学附属図書館

図書担当者

図書担当から申込者へ

複写物と領収書受領

複写物お渡し

料金到着後、複写物と領収
書を送付

料金連絡を受けた後、現金
書留で送金

宮崎大学付属図書館医学
分館利用係へFAXで依頼

文献複写申込書記入

文献検索（蔵書確認）

宮崎大学付属図書館への文献複写フロー
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資料 9．メンター制度について 

2017.5.8 
 

メンター制度について 

 
臨床研修センター 

 

メンター制度とは・・・ 

仕事上（または人生）の指導者、助言者の意味。企業において、新入社員など 

の精神的なサポートをするために、専任者をもうける制度のこと。 

メンターは、キャリア形成をはじめ生活上のさまざまな悩み相談を受けながら、

育成にあたる。 

 

【当院のメンターの役割】 

  平成 29 年から施行となる総合診療プログラムにおいて、専攻医に対して指導医師だけ

でなく、コ・メディカルや看護職員・事務職員などの多角的な視点から専攻医を評価する

360°評価というシステムが取り入れられます。 

それに先立ち、メンターとして次の役割をもって、当院で研修や実習を行う研修医・医

学生のサポートを行っていただきたいと思います。 

● 一日の業務の振り返りや悩み等の相談相手 

● 社会人としての心構えや対人関係・実務に対する考え方の助言・指導 

● 古賀総合病院の良いところを伝える 

  

【振り返り方法】 

  研修医・医学生には毎日振り返りシートを記入していただきます。 

メンターは振り返りシートを活用し、一日の業務等の振り返りを行ってください 

（時間帯はいつでも可）。 

  業務等で面談が難しい場合には、各所定の場所に研修医・医学生が振り返りシートを提

出するなどし、メンターは振り返りシートをチェックする形をとりたいと思います。 
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○メンター名              
 
 
○連絡先                
 
 
【振り返りの流れ】 

事前にメンターと振り返り日程（時間含む）や方法を相談してください。 

外科や産婦人科の場合は、夕方の OPE や分娩等で業務終了が遅くなる場合がある為、 

その場合は日中を活用して面談を行ってください。 

 

業務終了後や業務の合間に振り返りシートを記入 

↓ 

業務終了後、メンターと面談  

※都合が合わない場合は、メンターのデスクに振り返りシート提出 

↓ 

振り返りシートは、必ず個人の振り返りファイルに保管 

 

 

【面談内容】 

 メンターには、気軽に何でも相談してください。 
 （仕事やプライベートの悩み、こうしてほしい等の要望など） 

  

 

その他、研修に関する事やお困りの事がありましたら、 

広報室（臨床研修センター） 加山（PHS 3702）までご連絡ください。 
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回 回

回 回

回 回

回 回

回 回

回 回

② 今日出来るようになったこと、成長したと感じることを書いてください

気管内挿管

③ 次の行為の改善や、明日の成長につながる気づき、学び、失敗を書いてください

④ メンターからのコメント　　　※面談が出来た場合は、記載不要

胃管留置

⑤ 本日実施した手技、行為

静脈採血

振り返りシート

平成　　　　　年　　　　月　　　　　日　　　　曜日

氏　名

① 今日、印象に残っている出来事を書いてください

メンター（サイン）

静脈路確保

動脈採血

胸腔穿刺

腹腔穿刺

尿道カテーテル留置

グラム染色

CVカテーテル留置

インシデントレポート記載


