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Ⅰ.古賀総合病院の概要 
   

 Ⅰ・1 古賀総合病院の特色 
古賀総合病院は、宮崎市北部の豊かな緑と田園に囲まれたところに位置し、大淀川

以北地域の中核病院としての役割を担っている。 平成 9年 11月に財団法人日本医

療機能評価機構から「地域が必要とする各領域の医療において基幹的、中心的な役

割を担い、高次の医療にも対応し得る一定の規模を有する病院」として認定をうけた。 

これは九州では 3 番目、全国でも 15番目の施設である。    

 

 

Ⅰ・2 認定指導施設、認定医・専門医教育施設等の教育研修指定関係 

学会認定施設 

日本内科学会認定医制度教育関連病院 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本神経学会専門医制度教育施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本泌尿器科学会専門医教育施設 

日本透析医学会専門医認定施設 

日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関認定機関 

日本病理学会研修登録施設 

日本皮膚科学会認定専門医研修施設 

日本血液学会認定血液研修施設 

日本臨床細胞学会認定施設 

日本大腸肛門病学会認定施設 

日本甲状腺学会認定専門医施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本静脈経腸栄養学会認定 NST稼動認定施設 

日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士認定施設 

日本栄養療法推進協議会 NST稼動認定施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本周産期母体・胎児専門医暫定研修施設 

日本緩和医療学会認定研修施設 
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  Ⅱ 臨床研修管理体制 
 

 Ⅱ・1 プログラムの名称と管理体制 
本研修プログラムは「古賀総合病院卒後臨床研修プログラム」と称する。 

本研修プログラムは「古賀総合病院卒後臨床研修委員会」が総括的に管理する。 

 

Ⅱ・2 プログラム責任者の氏名 
区分 役職及 氏名 

プログラム責任者 内科医長  楠元 寿典 

副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 消化器外科部長 谷口 正次 

副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 産婦人科部長 肥後 貴史 

副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 精神科部長 槇 英俊 

 

Ⅱ・3 古賀総合病院卒後臨床研修管理委員会 
・ 研修管理委員会の構成は下記のとおり。 

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 古賀総合病院 内科部長 谷口 正次 

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  

卒後臨床研修ｾﾝﾀｰ長 
片岡 寛章 

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 島山 俊夫 

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 副院長 白濱 茂穂 

委員 東京都立墨東病院 院長 梅北 信孝 

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 

委員 いちはら医院 院長 市原 美宏 

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 槇 英俊 

委員 古賀総合病院 事務局長 川井 徳之 

委員 殿所法律事務所 弁護士 殿所 哲 
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Ⅲ 古賀総合病院卒後臨床研修プログラムの骨子 
  

  Ⅲ・1 プログラムの特色 
1）  プライマリーケア・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

プライマリーケアの知識・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。 

 

Ⅲ・2 プログラムの理念と概要 
医師法第１６条の 2第１項に規定する臨床研修に基づいて、医師として医学・ 

医療の社会的要求を認識し、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に

対応できるよう、生理的所見と病的所見の鑑別を適切に出来る幅広い基本的な

臨床能力（態度、技能、知識）を身につける。  

そのため、複数の診療科をローテートすることにより、全ての研修医が基本的 

な臨床能力を習得し、適切なプライマリ・ケアを実行しうる研修医として、研修を

深めることを目的としてプログラムを作成した。  また、将来の志望臨床科を視

野に入れ、残りの 6 ヶ月を研修医の自由選択研修期間とする。 

 

Ⅲ・3 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、麻酔科） 

協力型臨床研修病院      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（救急、小児科） 

              美郷町国民健康保険病院（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   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） 
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Ⅲ・4 古賀総合病院における指導体制（基本研修科目、必修科目、選択科目） 

 

診療科目 氏名 
指導医数 

（上級医含む） 

内科 松岡 均 8 

消化器外科 谷口 正次 6 

産婦人科 肥後 貴史 2 

精神科 槇 英俊 2 

麻酔科 谷口 正次 4 

泌尿器科 南口 尚紀 1 

放射線科 木原 康 1 

皮膚科 津守 伸一郎 2 

   

Ⅲ・5 各臨床研修協力病院・施設の本プログラムにおける指導体制 
所属 担当分野 氏名 

宮崎市郡医師会病院 救急 島山 俊夫 

宮崎生協病院 救急 遠藤 豊 

宮崎大学医学部附属病院 救急 落合 秀信 

宮崎大学医学部附属病院 小児科 盛武 浩 

宮崎生協病院 小児科 上野 満 

宮崎善仁会病院 救急 廣兼 民徳 

美郷町国民健康保健病院 地域医療 金丸 吉昌 

聖隷三方原病院 救急 早川達也 

聖隷三方原病院 小児科 木部哲也 

熊本赤十字病院 救急 奥本 克己 

熊本赤十字病院 小児科 右田 昌宏 

東京都立墨東病院 救急 濱邊 祐一 

東京都立墨東病院 小児科 三澤 正弘 

いちはら医院 地域医療 市原 美宏 

いしかわ内科 地域医療 石川 智信 

外山内科神経内科医院 地域医療 外山 博一 

クリニックうしたに 地域医療 牛谷 義秀 



7 

 

 

Ⅲ・6 研修の方法    

・ 研修スケジュール全体のイメージを図 1 に示す 

・ 研修期間は、必修科目は内科（６ヶ月）、外科（４ヶ月）、産婦人科（２ヶ月）、 

救急（３ヶ月）、精神科（１ヶ月）、小児科（１ヶ月）、地域医療（１ヶ月）の計１８ヶ月、

選択科目は６ヶ月の合計 24 ヶ月（2 年間）とする。 尚、選択必修科目である麻酔

科を選択した場合は当院にて研修を行う。 

・ 内科、外科、産婦人科、精神科、は当院にて研修し、救急研修は（宮崎生協病

院、宮崎大学医学部附属病院、宮崎市郡医師会病院、宮崎善仁会病院、聖隷

三方原病院、熊本赤十字病院、東京都立墨東病院）、小児科は（宮崎生協病院、

宮崎大学医学部附属病院、聖隷三方原病院、熊本赤十字病院、東京都立墨東

病院）、地域医療は（美郷町国民健康病院、いちはら医院、いしかわ内科、外山

内科神経内科医院、クリニックうしたに）、麻酔科は（古賀総合病院）においてそ

れぞれ研修する。 

・ 選択科目については下記のとおりであり、基本研修科目及び必修研修科目と 

重複しても差し支えない。 

・ 選択科目群 

内科、内分泌内科、神経内科、呼吸器内科、血液内科、消化器内科、外科、消

化器外科、内分泌外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、放射線科、皮膚科、

麻酔科とする 

・ 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。 尚、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。 

 

図 1 古賀総合病院における臨床研修スケジュール・イメージ 

 

1 年次（順不同） 

内科（６ヶ月） 外科（４ヶ月） 産婦人科（２ヶ月） 

 

2 年次（順不同） 

救急部門 

（3か月） 

精神科 

（1 ヶ月） 

小児科 

（1 か月） 

地域医療 

（1 か月） 

選択 

（6 ヶ月） 
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Ⅳ 各科プログラム 

Ⅳ・1 内科研修（古賀総合病院） 

【一般目標】 

医師として、医学・医療の社会的要求を認識し、日常診療で頻繁に遭遇する病気や

病態に適切に対応できるよう、生理的所見と病的所見の鑑別を適切に出来る幅広い

基本的な臨床能力（態度、技能、知識）を身につける。 

 【行動目標】 

１．患者−医師関係  

 患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立するために、  

1)患者、家族の要望を身体・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。 

 

【研修要項】 

１） 担当患者毎に上級医が主治医として診療を担当する。研修医は副主治医として患

者を担当し、主治医を指導医として指導を受け、研修するが、知識・技能の習得につ

いては主治医にこだわらずに内科全体として研修に協力、指導する。 

２） 研修期間中の内科研修に関する研修医の医療行為について、その範囲および責

任に関しては、原則として古賀総合病院臨床研修プログラムの取り決めに従う。詳細

は指導医の判断による。 

３） 研修内容 研修プログラム内容の達成を主目標とする。 

４） 内科病棟総合回診（火曜）、内科カンファレンス（火曜）、外科・内科合同消化器カン

ファレンス、内分泌カンファレンス等に参加する。 

５） 大学等の主催する研修医教育カリキュラムには、可能な範囲で参加する。 

６） 県内外で行われる各種研究会、学会などは可能な範囲で参加し、また、発表を行

う。 

７） 内科研修医は当直業務をおこなう。当直勤務帯には内科外科など診療科に係わら

ず、当直医師とともに全ての入院・外来患者について診療に当たる。当直は週一回程

度とするが開始時期などは研修実績を勘案し、教育担当者が決定する。 

８） 外来診療については初期の段階から参加するようにするが、開始時期は外来主治

医の判断とする。 

９） 各種検査手技についても担当患者について行う検査、処置を通じて経験する。 
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古賀総合病院 内科研修の特徴 

 

１） 内科臨床各分野に専門医、指導医、認定医（日本内科学会認定専門医、日本内科   

学会認定内科医、日本内分泌学会専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科指導医、

日本糖尿病学会専門医、日本神経学会専門医、日本血液学会血液専門医、日本血

液学会血液指導医、日本消化器病学会認定医、日本臨床内科医会研修指定医、日

本腎臓学会専門医、日本腎臓学会指導医、日本透析医学会認定医、日本透析医学

会指導医、日本呼吸器学会認定専門医、日本呼吸器内視鏡学会指導医、日本救急

医学会認定 ACLS 基礎コースインストラクター、日本リハビリテーション医学会臨床認

定医、日本消化器内視鏡学会専門医）として認定されており、各分野での初期から専

門的な領域まで適切な指導が可能である。 

２） 一般内科、糖尿病・内分泌（甲状腺）疾患、神経疾患、消化器疾患、腎疾患、呼吸

器疾患、血液疾患など各分野に幅広く症例数が多い。 

３） 甲状腺疾患は県内有数の患者数の診療を担当し、他施設の内分泌内科との合同

カンファレンスを定期的に行っており、院内では頚部外科医と連携し、手術例も多い。 

４） 腎センターを併設し、県内随一の機関施設である。透析患者は導入患者、合併症

の割合が多く、シャントトラブル患者の治療も依頼が多い。血液透析だけでなく、腹膜

透析などの治療法も豊富に経験できる。 

５）内視鏡症例が多い（上部消化管内視鏡検査 2833 例/年、下部消化管内視鏡検査

1318例/年、内視鏡的粘膜切除術（EMR）下部 234 例/年） 

６） 糖尿病薬を中心に治験を実施している（約 5件/年）。 

日本内科学会認定内科専門医教育関連病院、日本糖尿病学会認定教育施設、日本

神経学会認定医制度教育施設、日本消化器病学会専門医制度認定施設、日本透析

医学会認定医制度教育関連施設、放射線科専門医修練協力機関、日本病理学会認

定病理医制度登録病院、日本外科学会認定医修練施設、日本消化器外科学会専門

医制度修練施設など数多くの学会認定施設に指定されているため、将来の専門医取

得に対しても有利である。 

同心会の関連施設として老健施設、訪問看護施設、健診施設等が併設されており、

種々の職種のスタッフとの関連の元に医療を展開可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Ⅳ・2 外科研修（古賀総合病院） 
【一般目標】 

将来選択する診療科にかかわらず、医師としての初めの時期に外科を研修したこ

とを将来の臨床に生かすために、一般的な外科臨床について経験して他科・他職種と

の連携について研修し、簡単な外科処置および救急で必要な手技を修得する。 

【行動目標】 

＊手技 

  ・局所麻酔下の皮膚、皮下腫瘍切除手術（症例がない場合には他手術で代用）がで

きる 

  ・手術の助手（腹腔鏡下手術の内視鏡担当、一般手術の鈎引き）ができる 

  ・気管内挿管が困難例を除いてできる 

  ・上部消化管内視鏡を挿入・観察・抜去できる 

  ・その他、導尿カテーテル挿入、経鼻胃管挿入、腹水穿刺、胸水穿刺、血管確保、点

滴、心電図検査、動脈血採取、腰椎穿刺（麻酔）など経験する 

 

＊疾患の理解 

  ・当院外科の代表的疾患（胆石症（総胆管結石を含む）、甲状腺癌、鼠径ヘルニア、

胃癌、大腸癌、肝胆膵の癌）について、検査オーダー、診断、手術適応、手術・処

置、術後管理、標本整理、病理組織の見方を研修してその流れを理解できる 

 

＊外科医の一日について理解できる 

・手術前後の患者・家族の不安定な心理状態を理解し、配慮できる 

【研修要項】 

・主に決められた外科指導医のもとに研修するが、手術手技や疾患の習得につい

ては指導医にこだわらず外科全体として研修に協力・指導する。 

 

・研修期間中の外科研修に関する研修医の医療行為について、その範囲  および

責任に関しては、原則として古賀総合病院臨床研修プログラム（以下、研修プロ

グラム）の取り決めに従う。詳細は指導医の判断による。 

 

【業務（研修）内容】 

 ＊研修プログラム内容の達成を主目的とする。 

  ① 午前中は、主に病棟業務（包交、回診など）、外来業務（外来補助）、検査（消化

管透視・内視鏡、ERCP 補助など）を行う。具体的には各業務のスケジュールを

みて、研修医自身で積極的に研修項目を選択する。 

② 午後は、主に手術の助手あるいは麻酔管理の研修を行う。担当する手術・麻酔

については指導医が選択する。 

③ 代表的疾患の入院患者を受け持ち、指導医（主主治医）の指導の元に副主治医
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として研修する。 

④ 外科のカンファレンス（火曜日、木曜日）、消化器カンファレンス、内分泌カンファ

レンス等に参加する。 

⑤ 大学等の主催する研修医教育カリキュラムには、可能な範囲で参加する。 

  ⑥ 外科研修医（１年目）は、隔週の土曜日に当直する。研修医当直者は、内科外科

にかかわらず、すべての入院・外来救急患者について、はじめに診察し、病状等

を把握した上で正規の当直医に連絡して診察を依頼する。ただし、緊急処置を

要する患者については、はじめから正規の当直医とともに診療に加わる。 
 

週間スケジュール 

 午前 午後 

月 回診・検査・外来 手術・麻酔 

火 回診・検査・外来 手術・麻酔 

水 回診・検査・外来 手術・麻酔 

木 回診・検査・外来 手術・麻酔 

金 回診・検査・外来 手術・麻酔 

＊ 火曜日午前 8 時〜8時 30分：外科カンファレンス 

＊ 木曜日午前 8 時〜8時 30分：術前・術後カンファレンス 
 

古賀総合病院 外科の特徴 
１） 外科臨床経験 10 年以上の医師が 10 名と豊富なこと(指導医講習会受講医師 3

名) 

２） 一般外科、消化器外科、内分泌外科を中心に呼吸器、血管など、症例が多いこと

（年間入院患者数約 1525例、年間手術件数約 1474件（内全身麻酔約 427件）） 

３） 腹腔鏡下の手術が多いこと 

４） 甲状腺の手術が多いこと 

５） 日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、日本大腸肛門病学

会の専門医指導認定施設であること 

６） 小児外科専門医がいること 

７） 上部消化管内視鏡研修ができること 
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Ⅳ・3 産婦人科研修（古賀総合病院） 
【一般目標】 

  将来選択する診療科にかかわらず、医師としての臨床研修の時期に産婦人科を

研修したことを将来の臨床に生かすために、一般的な産婦人科臨床について経験

して他科・他職種との連携について研修し、妊娠・分娩・新生児の管理と婦人科や

生殖内分泌で必要な診断・手技を修得する。 

【行動目標】 

＊手技 

   ・産科・婦人科の内診所見がとれる。 

   ・正常分娩を管理できる。 

   ・手術の助手ができる。 

   ・婦人科超音波検査・産科超音波ができる。 

   ・新生児のアプガースコアがつけられる。 

＊疾患の理解 

   ・婦人科の代表的疾患（子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症）子宮頸癌、子体癌、卵

巣癌について、検査オーダー、診断、手術適応、手術、術後管理、標本整理の

見方を研修してその流れを理解できる。 

・自然分娩での母体・胎児管理と分娩経過を理解できる。 

・切迫早産、切迫流産の検査オーダー、診断、治療を研修してその流れを理解でき

る。 

・産婦人科医の一日について理解できる。 

・分娩前後や手術前後の患者・家族の不安定な心理状態を理解し、配慮できる。 

【研修要項】 

1）産婦人科認定医のもとに研修するが、手術手技や疾患の習得についてはレ  

ジデントと共に産婦人科全体として研修に協力・指導する。 

2）研修期間中の産婦人科研修に関する研修医の医療行為について、その範囲お

よび責任に関しては、原則として古賀総合病院臨床研修プログラム（以下、研 

修プログラム）の取り決めに従う。詳細は指導医の判断による。 

【業務（研修）内容】 

  研修プログラム内容の達成を主目的とする。 

① 月曜日、火曜日の午前中、水曜日、金曜日、土曜日の午前中は、主に病棟業務

（包交、回診など）、外来業務（外来補助）、検査（超音波、胎児心拍モニタリング

など）を行う。具体的には各業務のスケジュールをみて、研修医自身で積極的に

研修項目を選択する。 

② 火曜日の午後、木曜日は、主に手術の助手の研修を行う。担当する手術・麻酔

については指導医が選択する。 

③ 分娩のあるときは、入院から分娩・産褥までの研修を行う。 

④ 代表的疾患の入院患者を受け持ち、指導医（主主治医）の指導の元に副主治医
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として研修する。 

⑤ 産婦人科のモーニングカンファレンス(毎日)、術前検討会（月曜日、水曜日）、症

例検討会(金曜日)に参加し発表する。 

⑥ 大学等の主催する研修医教育カリキュラムには、可能な範囲で参加する。 

⑦ 産婦人科研修医は、指導医と共に産科当直、新生児当直を行い、指導医のもと

で共に業務を行う。 

  

古賀総合病院 産婦人科の特徴 
１） 高度生殖治療（ＩＶＦ－ＥＴ、ＩＣＳＩ）を行える不妊ｾﾝﾀｰと未熟児医療（ＮＩＣＵ、ＧＣＵ）

を兼ね備えた周産期ｾﾝﾀｰを持つ 

２） 開腹手術、経膣手術はもちろん、内視鏡下手術が３分の 1 である 

３） 婦人科、産科ともにｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑを採用し幅広く個人クリニックとの医療連携を行っ

ている 

４） 現在、産婦人科で行われる治療と幅広い産婦人科の症例が経験できる。 

５） 2012年度分娩件数 正常分娩 648件 異常分娩 195 件 
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Ⅳ・4 救急研修 （宮崎市郡医師会病院、宮崎善仁会病院、 

宮崎大学医学部附属病院、熊本赤十字病院、 

東京都立墨東病院、聖隷三方原病院） 
【一般目標】 

 生命および機能的予後に係わる緊急を要する病態や疾患・外傷に関する知

識と技術を習得し、医師として適切な対応が取れるようになる。 

【行動目標】 

・ 患者本人や救急隊などから情報を得て、発祥前後の状況を把握し、説明でき

る。 

・ バイタルサイン（意識レベル、血圧、脈拍、呼吸状態、排尿状態）を客観的に確

認して、伝達できる 

・ 上記情報収集とバイタルサインから、病態を把握して重症度と緊急度を判断し、

必要な検査を実施あるいは依頼してその結果を判断できる。 

・ 必要に応じて関連診療科や他施設と連携をとることができる。 

 

＊ 手技 

   ・静脈確保ができる。 

   ・導尿ができる。 

   ・経鼻胃管を挿入して、適切に挿入されていることを確認できる。 

   ・気道確保（マスク、気管内挿管）と人工呼吸ができる。 

   ・心マッサージ、除細動ができる。 

   ・圧迫止血法および包帯法ができる。 

   ・局所麻酔ができる。 

   ・簡単な切開・排膿・皮膚縫合ができる。 

   ・創傷処置とガーゼ交換ができる。 

   ・軽度の外傷・熱傷の処置ができる。 

   ・ACLSを修得する。 

   ・疾患・病態の理解 

   蕁麻疹、気管支喘息、過呼吸症候群、尿路感染症、尿路結石、急性腹症、 

   熱傷、急性中毒、骨折、意識障害、ショック、心停止、呼吸停止など救急 

   の主な疾患・病態の初期治療について研修してその流れを理解できる。 

・救急患者および家族の不安な心理状態を理解し、配慮できる。 
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Ⅳ・5 小児科研修（宮崎生協病院、宮崎大学医学部附属病院、熊本赤十字

病院、東京都立墨東病院、聖隷三方原病院） 
 【一般目標】 

   将来、小児科を標榜しない場合においても、小児医療を自ら実践することで、小児 

医療の特性や、地域社会における小児医療の役割や特性を学び、それぞれの年齢

に特有の診察方法を学ぶ。 

 【行動目標】 

＊手技 

・病態と臨床経過を把握し、医療面接と身体診察から得られた情報をもとに必要な

検査を選択し、小児特有の検査結果を解釈できる 

・注射法（皮内、点滴、静脈確保）を実施できる。 

・病児のかかえる問題点を的確に把握し、解決のための情報収集ができる。 

・腰椎穿刺、検査麻酔を実施できる 

・痙攣の応急処置ができる 

・疾患の理解 

   ・発疹性疾患  

麻疹、水痘、単純ヘルペス感染症、溶連菌感染症、 

・細菌感染症  

肺炎、気管支炎、胃腸炎、尿路感染症など 

・小児喘息 

・川崎病 

研修要項 

１） 母子健康手帳を的確に活用できる 

２） 指導医のもとに乳児検診を適切に実施できる 

３） 小児救急外来において、初期診療ができる 

４） 成育医療について説明できる 
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Ⅳ・6 精神科研修（古賀総合病院）  
 【一般目標】 

精神と行動の障害を通じて、その診断と治療を理解する。 それにより、将来選択

する診療科にかかわらず、患者と医師との良好な人間関係を築き、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能

力を獲得し、全人的医療を学ぶ。 

【行動目標】 

・ 薬物療法、精神療法、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、作業療法について経験する。 

・ 疾患の理解 

当精神科の代表的疾患について、外来、入院、退院の流れを通して治療に参加

し、疾患を理解する。 

① 統合失調症⇒入院患者を受け持ち、治療に当たる 

② 気分障害 ⇒外来診察の経験 

③ 神経症  ⇒外来診察の経験 

④ その他、心身症や痴呆症を含む老年期精神障害など 

【研修事項】 

・ 代表的疾患の入院患者を受け持ち、指導医（主治医）の指導の下に副主治医

として研修する。 

１） 診察法 

精神医学的診察（全身の観察、面接） 

神経学的診察 

鑑別診断 

２） 検査法 

   心理テスト 

   頭部ＣＴ検査、頭部ＭＲＩ検査 脳血流シンチ 

   脳波 

３） 治療法 

   薬物療法 

① 抗精神病薬 

② 抗不安薬 

③ 抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬 

④ 睡眠剤 

⑤ その他 

古賀総合病院 精神科の特徴 
１） 総合病院に併設された精神科である。 

２） 気分障害、神経症、心身症の患者が多く、単科精神科病院より、統合失調

症の割合は少ない。 

３） 他科との連携で医療を行うことが多い。 
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Ⅳ・7 地域医療研修（美郷町国民健康保険病院、いしかわ内科、いちはら 

医院、外山内科神経内科医院、クリニックうしたに） 
 【一般目標】 

・ プライマリケア、家庭医に必要な知識・技能・態度が何かを知る 

・ 患者の問題を解決するための医療・介護・保健のネットワークの中での医師の 

役割を学ぶ 

・ 地域の住民・患者組織とともに進める医療のあり方を実践を通して学ぶ 

・ 医療・介護と経営のかかわり、医療・介護をよくする活動を学ぶ 

【行動目標】  

・ 地域医療における診療所の役割を理解し、述べることができる。 

・ 在宅医療については悪性腫瘍終末期医療、神経難病医療について積極的に 

地域医療を行っている医療機関を中心に研修する。 主に宮崎市内の開業医で

在宅医療を熱心にされている複数の診療所をローテートする。 

・ 宮崎県北部の医療過疎地域の病院で入院、外来、在宅医療などの地域医療 

の実際を学ぶ。 

・ 地域医療における病院と診療所の連携を理解し、述べることができ、病院への 

患者紹介や、病院からの患者の受け入れを的確に行うことができる。 

・ 診療所に関わる各職種を理解し、チーム医療を実践できる。 また、各職種と 

的確な情報交換や協力を行うことができる。 

・ 診療所が担うべき地域医療・健康増進活動を理解し、実践することができる。 

【研修要項】 

・ 患者を全人的に理解し、本人・家族と良好な人間関係を確立するために、身 

体、心理、社会的側面からニーズを把握してインフォームドコンセントを実施し、

プライバシーへも充分配慮する。 

・ 医療チームの構成員としての役割を理解し、医療・福祉・保健の幅広い職種か 

らなる他のメンバーと協調するために、関係機関や他部署との担当者とコミュニ

ケーションをはかる。 

・  保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するため

に、QOL を考慮に入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。 

・  高齢者は同時に多数の疾患を持っている場合が多く、多様な慢性期の疾患

に対する医学的管理能力を身につける。特に痴呆症に対する評価・医学的管

理能力を身につける。 

・ 高齢者に発症する意識障害脳血管障害、急性感染症（肺炎・尿路感染症等）、

転倒による外傷、誤飲、誤嚥、失禁、褥蒼、栄養摂取障害等に対するプライマ

リーケア能力を身につける 
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Ⅳ・8 麻酔科研修（古賀総合病院） 
【一般目標】 

救急における初期治療や外科治療を行える医師となるために、麻酔・集中治療に 

必要な知識および技術を指導医の指導の下に修得することを目的とする。 

【行動目標】 

１） 主に手術室内での麻酔管理を通じて研修を行う。 また、術後管理を行うことに

より、全身管理に必要な基本手技を修得する。 

２） カルテや問診表を読解し、既往歴や現病歴から術前合併症に関する情報収集

を行い、麻酔上の問題点を抽出する。 

３） 指導医とともに術前回診を行い、手術前の患者との面接や診察を通じ、基本的

な診察手技、麻酔計画の立案、並びにそれに基づく患者及びその家族に対する

インフォームドコンセントを経験する。 

４） 麻酔に必要な薬品及び緊急薬品について適応・投与方法及び副作用に関する

知識を学ぶ 

５） 患者監視装置によるモニタリングについて理解する。 

＊手技 

  ・ 気道確保 

・ 人工呼吸（バッグマスクによる徒手喚起を含む） 

・ 注射法（皮下注射、点滴、静脈確保、中心静脈確保） 

・ 採血法（静脈血、動脈血） 

・ 腰椎穿刺 

・ 導尿法 

・ 胃管の挿入と管理 

・ 局所麻酔法 

・ 気管挿管 

＊治療法 

  ・輸液ができる 

  ・輸血による効果と副作用について理解し、輸血ができる。 

古賀総合病院 麻酔科の特徴 
1) 常勤の麻酔科標榜医が 5 名いる 

2) 2012年麻酔実績 

 全身麻酔 
ｻﾄﾞﾙ・硬膜外 

麻酔 
局所麻酔 その他 Total 

外科 427 291 185 414 1317 

産婦人科 54 296 199 116 665 

泌尿器科 4 70 37 324 435 

皮膚科 36 0 92 13 141 

整形外科 0 0 1 4 5 

内科 11 9 388 266 674 

Total 532 666 902 1137 3237 
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 Ⅴ 臨床研修評価の方法 
・ 研修医は、研修医手帳に研修内容を記入し、病歴や手術の要約を作成すると

共に、初期臨床研修到達目標に従い、症例レポートを提出する  

・ 研修医とローテーション指導医は、各ローテーション終了時にそれぞれが評価を

行い、ＥＰＯＣに入力する。 

・ 各研修医から申告される自己評価結果および指導医による評価結果に基づ

き、臨床研修管理委員会において初期臨床研修の終了を認定する。 

・ 委員長（管理型病院の院長）は、研修修了者に対し「研修修了証」を交付する 

 

Ⅵ 研修医の処遇 
・ 身分等： 常勤勤務とする。 
・ 勤務時間等： 勤務日数、勤務時間、休暇時間は正規職員に準ずる。 

・ 休暇： 1年目は 10日間、2 年目は 11日間付与する。 

       他に夏季休暇、年末年始休暇を付与する 

・ 研修手当： ① 研修 1 年目 月額 300,000 円 （税込み、賞与なし） 他に    

宿日直に伴う宿日直手当あり。 

② 研修 2 年目 月額 350,000 円 （税込み、賞与なし） 他に  

宿日直に伴う宿日直手当あり。 

※通勤手当・住宅手当・扶養家族手当有り 

・ 社会保険： あり（健康保険、厚生年金、雇用保険。尚、労働者災害  

補償保険法を適用する。） 

          ・        宿                  舎： 単身者用専用宿舎あり（バストイレ付きワンルームマンションタイ

プ 部屋数 10室） 

・ 研修医室： なし 

・ 健康管理： 健康診断および予防接種を正規職員に準じて実施する。  

・ 医師賠償責任保険の扱い： あり（病院において加入。 ただし個人加入は任         

意とします） 

・ 学会参加費用： 病院の一部負担有り 
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Ⅶ 臨床研修募集要項 
 Ⅶ・1 募集人員 

・ 本臨床研修プログラムでは、マッチング制度に基づき公募し、1 年次 3 名の

臨床研修医を採用します。 

 Ⅶ・2 応募資格 
（1） 平成 28 年 3 月医師免許取得見込の者 

（2） 厚生労働省が実施する「マッチングシステム」に登録し、且つ、当院での選

考試験を受験する者 

 Ⅶ・3 応募方法 
   ・ 本臨床研修プログラムへの応募希望者は、履歴書、卒業見込み証明書、

成績証明書、内申書を 「 古賀総合病院 リクルート推進室 」      

（〒880-0041 宮崎県宮崎市池内町数太木 1749-1）宛に郵送下さい。 

・ 受験申込締め切りは、平成 27年 9月末日とします。 

・ 選考のための面接試験日は追ってこちらより連絡致します。 

Ⅷ 研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関する問い合わせ先 
   〒８８０－００４１  宮崎県宮崎市池内町数太木１７４９‐1 

               古賀総合病院 内科医長（プログラム責任者） 

               楠元 寿典 

               ＴＥＬ 0985-39-8888 ＦＡＸ0985-39-0067 

               ｅ－ｍａｉｌ ： info@kgh.or.jp 

  Ⅸ 資料請求先 
    〒８８０－００４１ 宮崎県宮崎市池内町数太木１７４９‐1 

                 古賀総合病院 リクルート推進室  

ＴＥＬ 0985-39-8888 ＦＡＸ0985-39-0067 

ｅ－ｍａｉｌ： info＠ｋｇｈ．ｏｒ．ｊｐ 


