
 

 

 

 

 

平成２９年度 

国家公務員共済組合連合会 

横浜南共済病院後期臨床研修プログラム 



 2 

後期臨床研修医募集要項 

 

１．対象 

   平成 29年 3 月に 2年間の初期臨床研修を修了予定の医師、ないしは既に

2年間の研修を修了している医師 

 

２．研修期間 

   原則として 3年間 

 

３．募集人員（若干名） 

１．循環器内科   （日本循環器学会認定施設） 

          （日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定施設） 

          （日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設） 

２．消化器内科   (日本消化器学会認定施設) 

                  （日本消化器内視鏡学会指導施設） 

          （日本肝臓学会関連施設） 

３. 血液内科    （日本血液学会研修病院） 

          (日本輸血細胞治療学会指定施設) 

４. 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科 （日本リウマチ学会教育認定施設） 

          （日本アレルギー学会準認定教育施設） 

５. 神経内科        (日本脳卒中学会専門医認定施設) 

６．外科・乳腺外科 （日本外科学会専門医制度修練施設） 

          （日本消化器外科専門医制度指定修練施設） 

          （呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設） 

          （日本乳癌学会認定施設） 

７．整形外科    （日本整形外科学会専門医制度研修施設） 

８. 泌尿器科    (日本泌尿器科学会認定施設) 

９．心臓血管外科   （三学会構成心臓血管外科専門医認定機構施設） 

10．耳鼻咽喉科    (日本耳鼻咽喉科学会認定施設) 

11．放射線科    （日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関） 

           （日本核医学会専門医教育病院） 

12．救急科     (日本救急医学会救急科専門医指定施設) 
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４．選考方法 

  ①書類審査 

  ②面接 

 

５．出願締め切り 

  平成 28年 11 月 30日 

 

６．出願書類 

  ①履歴書 

  ②医師免許の写し 

  ③推薦書（研修委員長または所属長による） 

 

７．採用試験日 

平成 28年 12月以降（随時文書にて通知） 

 

８．採用予定日 

  平成 29年 4月 1日 

 

９．条件 

  採用身分：病院採用職員（常勤的非常勤医師） 

給  与：後期臨床研修医給与等規程による。 

賞  与：年 2回  

加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

 

10．国内留学制度 

  本院の組織基盤である国家公務員共済組合連合会は全国に数多くの研修病

院を有するが、そのうち後期研修（シニアレジデント）プログラムとして

適合する病院への国内留学が可能である。各病院各診療科のプログラム内

容および指導医等については連合会および各病院のホームページを参照の

こと。なお、国内留学の希望は採用後 6 ヶ月を経た 1 年目後半、2 年目、3

年目に可能であり、あらかじめ希望を研修委員会に提出の上、協議される。

その後、連合会病院マッチング委員会に付託され、受け入れ病院の合意を

得て決定される。後述の如く、当院も他病院からの留学研修医を受け入れ

る。研修マッチングは研修開始の 2ヶ月前までに決定される 
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11．横浜南共済病院の留学研修医受入れ可能診療科 

   

循環器内科、消化器内科、血液内科、神経内科、膠原病リウマチ内科、 

 

外科、乳腺外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、心臓血管外科、 

 

口腔外科、救急科、緩和支持療法科 (各科１名) 

 

研修期間は各科とも 3ヶ月とする。 

   

 

12．申込・問い合わせ先 

  国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院（総務課） 

  〒２３６－００３７ 神奈川県横浜市金沢区六浦東１－２１－１ 

   ＴＥＬ ０４５－７８２－２１０１（代表）         

   総務課 久保田 宜克（内線１４５２） 
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１．循環器内科後期臨床研修プログラム 

 

横浜南共済病院は横浜市南部及び横須賀・三浦半島地域における中核病院と

して 、急性期医療に力を注ぎ、地域医療に貢献しています。循環器内科は常勤

医師 12名（うち循環器専門医 5名）にて急性期医療の一角を担っています。当

院は日本内科学会・日本循環器学会・日本心血管インターベンション治療学会

の認定施設であり、また埋め込み型除細動器（ICD・CRTD）および高速回転式経

皮経管アテレクトミーカテーテル（ロータブレーター）の認定施設です。当院

は心臓病の診療には十分な設備を有し、虚血性心疾患・不整脈・心不全をはじ

めさまざまな疾患が経験できます。さらに本邦の特有疾患である Brugada 症候

群や冠攣縮性狭心症、神経調節性失神などの症例も多いことが特徴といえます。 

後期研修においては日本循環器学会の提唱する循環器専門医研修カリキュラ

ムを網羅するように指導します。ベッドサイドにおける診察・および処置、非

侵襲的検査（心電図、X 線診断、心エコーおよび血管エコー、運動負荷心電図、

心臓核医学、冠動脈 CTなど）の手技・結果の解釈や侵襲的検査（心臓カテーテ

ル検査、電気生理学的検査）のトレーニングを行ないます。習熟度に応じてイ

ンターベンション治療（経皮的冠動脈形成術、カテーテルアブレーションなど）、

ペースメーカー、ICD 等の植え込みも術者として経験し、その後の管理について

指導します。また、院外の学会・研究会への参加を奨励し、学会発表・論文投

稿などの研究活動も行ないます。 

 

◆指導医紹介 

   西﨑光弘（副院長）、山分規義（部長）、藤井洋之（部長）、清水雅人（部長） 

◆循環器専門医 

   西﨑光弘、山分規義、藤井洋之、清水雅人、島田博史 

 

研修内容 

 

【A】患者管理 

1. 指導医のもとで病棟患者の診療にあたり、患者の診察、各種検査治療の立

案・実践・評価を行なう。薬物治療および各種処置（救急蘇生、スワンガン

ツカテーテル検査、心嚢穿刺等）についても施行・評価できるようにする。 

2. 入院から退院まで一貫して診療にあたり、必要に応じて退院後の外来診療

を行なうことにより継続的に患者を管理する。 

3. 月 4-5回程度の循環器当直に従事し、救急医療に参画する。 

 



 6 

【B】検査・治療 

[1] 非侵襲的検査 

下記の検査について施行・評価できるようにする。 

1. X線診断 

a. 胸部 X線写真の読影 

b. X線 CT 

2. 心電図 

a. 12誘導心電図 

b. 運動負荷心電図 

c. ホルター心電図（含む HRV, TWA） 

d. 加算平均心電図 

3. ヘッドアップチルト試験 

4. 超音波検査 

a. 経胸壁心エコー 

b. 経食道心エコー 

c. 頚動脈エコー 

d. 末梢動静脈エコー 

5. 心臓核医学検査 

a. 心筋シンチ 

b. 肺血流シンチ 

6. 心臓 MRI 

7. 末梢動脈検査（ABI） 

8. その他 

 

[2] 侵襲的検査 

指導医と共に観血的検査・治療に積極的に参加する。 

1. カテーテル検査 

a. 心房・心室造影 

b. 大動脈造影 

c. 冠動脈造影 

d. 右心カテーテル検査（スワンガンツカテーテル検査を含む） 

e. 心筋生検 

f. 血管内超音波 

2. 心臓電気生理学的検査 
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[3] 侵襲的治療 

指導医のもとで以下の治療を行う。 

1. 一時的心臓ペーシング 

2. 下大静脈フィルター挿入 

3. 恒久的ペースメーカー植え込み 

4. 大動脈バルンパンピング（IABP） 

5. 経皮的冠動脈形成術（PCI） 

6. カテーテルアブレーション 

7. ICD・CRTD 植え込み 

8. 経皮的心肺補助装置（PCPS） 

 

【C】カンファランス 

  1. モーニングカンファランス：月～金（カテ・カンファランス、受け持ち

症例の治療方針の検討） 

  2. 症例検討会：週 1回 

  3. 循環器内科・心臓血管外科合同カンファランス：月 2～3回 

院内の勉強会・症例検討会・CPCなどに参加し、またジュニアレジデントの

指導を行なう。 

 

【D】研究 

1. 定期的に学会・研究会で発表する。 

2. 興味を持った分野で研究テーマを持ち、症例報告や臨床研究の成果を論

文発表する。 

3. 臨床試験や治験をプロトコールに沿って実行する。 
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２．消化器内科後期臨床研修プログラム 

 

横浜南共済病院消化器内科は、現在１６名のスタッフで仕事をしていま

す。臨床経験２０年以上の部長から卒後３年から５年目の各年代に亘り、

初期研修終了間もない者は、内科全般に亘る力をつけるとともに消化器内

科の基礎を学び、基礎の習得が終了した者は、そのレベルに応じさらなる

技術、知識の研鑽に励んでいます。また、日本消化器病学会指導施設、日

本消化器内視鏡学会指導施設です。 

後期臨床研修医は、先ず、内科医としての研鑽を積むと共に消化器内科

医としての基礎を学ぶことになります。スタッフと同様に患者さまを診な

がらの研修となります。勿論、消化器疾患の患者さまが多いのですが、心

疾患、呼吸器疾患、神経内科疾患などの患者さまも受け持ちながら３年間

を過すことになります。研修終了時に一般内科医として、また消化器内科

医としての基礎が身についていることを目標とします。 

 

(1). 1年目研修内容 

    内科診療一般、上部消化管内視鏡検査、上下部消化管造影検査、腹     

        部超音波検査、腹部血管造影検査、内視鏡検査や処置の助手、その 

        他基本的な手技の習得。 

 

(2). ２年目研修内容 

    内科診療一般、上下部消化管内視鏡検査、ERCP、PTCD 指導医と共に     

        検査、処置を行っていきます。 

 

(3). ３年目研修内容 

    各種内視鏡検査、処置を指導医の指示のもとに行います。 

 

  個人の習熟度に応じ教育をしていきます。学会活動や内科学会、消化器病院

会、内視鏡学会の認定医取得を目指します。 
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３.血液内科後期臨床研修プログラム 

 

 血液内科医は単に血液疾患の治療だけを行っていれば勤まるものではありま

せん。血液疾患の治療においては全身臓器の観察、疾患の治療に習熟し遅滞な

く必要な治療が始められる能力が必要とされます。どんな病態にも取り組める

気概と能力が身に付いて始めて血液内科医といえるでしょう。 

当科においては血液疾患の診断、治療に習熟することを第一目標とすること

はもちろんですが、同時に充実した当院他科と密な連携をとりながら内科専門

医としても通用する医師育成を目標に指導します。 

 

スタッフ（平成 28 年 10月現在） 

血液内科部長 五味 聖二 昭和 56 年卒  

日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会指導医、 

日本血液学会認定医、日本がん治療認定医機構暫定教育医 

 

  細胞移植部長 田近 賢二 昭和 59 年卒        

日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会指導医、 

  日本血液学会認定医、日本血液学会指導医、 

日本がん治療認定機構認定医、日本輸血細胞治療学会認定医 

 

  医長     福永 景子 平成 20 年卒 

          日本内科学会認定医、日本血液学会認定医 

  

研修施設 日本血液学会研修病院・日本輸血細胞治療学会指定施設   

 

研修目標 

１）末梢血液像、骨髄像の鏡検に習熟し診断能力を高める。 

２）リンパ節などの病理診断に習熟する。 

３）血液疾患の診断、合併症の診断に必要な画像診断に習熟する。 

４）骨髄穿刺、生検法を習得する。 

５）中心静脈カテーテル法、抗癌剤髄注などの医療技術を習得する。 

６）悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、急性白血病、慢性骨髄

増殖性疾患、自己免疫性血球減少症、出血性疾患、など代表的血液疾患の

診断、治療を主治医として経験する。 

７）血液疾患の治療の一環としての造血幹細胞移植を経験する。 

８）血液疾患の治療を通じて集学的癌治療の実際を学ぶ。 
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９）血液疾患の治療を通じてターミナル・ケアの実際を学ぶ。 

10）専門誌精読や学会参加を通して最新知識の習得に努めると同時に医学研究

への意欲を高める。 

11）初期研修医の指導に参加する。 

12）内科認定医を取得する。 

 

 

研修計画 

１）10名前後の入院患者の主治医を務める。 

２）週 1 回の病棟カンファランス、月１回の院外から来院の血液専門医とのカ

ンファランスに参加する。 

３）月 1 回病理医との悪性リンパ腫を中心とする合同病理カンファランスに参

加する。 

４）月 1回の内科カンファランス、年 6回程度の院内 CPC、年 4 回程度の院内集

談会に参加し一般内科医としての研鑽を行う。 

５）年 1 回の日本血液学会学術総会、年 2 回の神奈川血液研究会、年数回の神

奈川リンパ腫病理研究会に積極的に参加する。 
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４．膠原病リウマチ内科後期臨床研修プログラム 

 

はじめに 

人口約 100 万人圏と考えられる神奈川県南部地域の中核病院として唯一、リ

ウマチ性疾患（リウマチ、膠原病）を扱っており、約 3000人の患者を診療して

いる。患者教育が最重要であると考え、相談会、講演会などを定期的に開催し、

常に患者本意の治療をこころがけている。また近隣の病院、診療所との連携を

より密にする懇話会を開き、知識の均等化および啓発をはかっている。 

扱う疾患は関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、血

管炎、皮膚筋炎、強皮症、シェーグレン症候群、ベーチェット病、関節炎をき

たす疾患、ウェゲナー肉芽腫症、成人スティル病、抗リン脂質抗体症候群など

である。2008年の 1年間の入院患者数は 426名である。 

当科は日本リウマチ学会教育認定施設かつ日本アレルギー学会準認定教育施

設であり、3名のスタッフで診療している。  

 

（1） 研修計画 

後期臨床研修医は 5～10 名の膠原病リウマチの入院患者を担当し、リウマチ

性疾患の診断、治療及び患者教育を含むマネ−ジメントの概要を習得し、リウマ

チ学、アレルギー学、臨床免疫学を学ぶ。さらに慢性難治性疾患のト−タルマネ

ージメントについて研修する。 

 

（2） 週間計画 

  月曜日：新規入院患者のプレゼンテーション、週間の検査、 

治療方針の決定、午後サクソンテスト、筋生検 

  火曜日：午後腎生検（あれば） 

  水曜日：午後入院患者カンファランス、病棟回診、輪読会 

  木曜日：午後整形外科との合同カンファランス、外来患者カンファランス、 

      クルズス 

  金曜日：午後外来診療 

 

（3） 月間計画 

  第 1火曜日午後：退院支援合同カンファランス（当科、リハビリテーショ 

ン科、整形外科、関連科、看護師、薬剤師、ケースワー 

カー等多職種による） 

  第 3水曜日午後：Arthritis & Rheumatism 抄読会 
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（4） 研修期間中計画 

・ 院内臨床集談会に症例報告をする（少なくとも 1例） 

・ 研修期間中開催される下記研究会に参加し、できれば発表する。 

1 湘南免疫疾患カンファランス（2月、6月、11月） 

2 金沢区リウマチ懇話会（3月、9月） 

3 神奈川骨粗鬆症治療フォーラム（3月、9月） 

4 神奈川県続発性骨粗鬆症研究会（6月） 

5 神奈川リウマチ医会（6月、11月） 

6 神奈川シェーグレン症候群研究会（3月） 

7 横浜線維筋痛症フォーラム（1月、7月） 

 

（5） 評価 

  研修の最後に、評価表に自己評価および指導医評価を記録する。 
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５．神経内科後期臨床研修プログラム 

   

   神経内科で扱う疾患は、病院によって大きく異なります。パーキンソン   

  病などの神経変性疾患を中心とする病院と、脳卒中などの急性期疾患を扱  

  う病院です。 

   当院の神経内科は地域に密接した急性期病院として脳卒中を主体として 

  診療に当たっており、脳神経外科とともに脳卒中救急を 24 時間 365日体制 

  で引き受けています。血栓溶解療法も積極的に行っており、超急性期の脳  

  梗塞加療について習熟することが可能です。地域でも有数の症例数を誇っ 

  ているため、経験は十分につめます。 

   脳卒中以外にも髄膜炎や脳炎などの意識障害からギラン・バレー症候群 

  などの末梢神経障害など全身をくまなく診なくてはならない疾患を多く扱 

  っており、全身管理ができるようになります。 

   脳卒中などの急性期疾患を中心として扱っているからといって、神経変 

  性疾患を診ていないわけではありません。パーキンソン病や多系統萎縮症 

  などの神経変性疾患の内服調節や、さまざまな疾患における診断目的での 

  神経生検や筋生検も数多く行っております。 

   神経伝導検査や針筋電図は定期的に行っており、その技術や判断能力が 

  身につきます。 

   急性期疾患も神経変性疾患も偏らずに診ることができることは将来的に 

  大きなメリットになると思います。 

   これからますます進む超高齢化社会において神経内科のニーズはどんど 

  ん増えていくと思います。 

   まずは臨床症状を細かく観察し、検査結果と併せて鑑別診断を考えます。 

  それをひとつひとつつぶしていく『考える医療』を実践しています。知識 

  を系統的に整理し、診断を考え、それに応じた検査計画を立てる必要があ 

  るのです。 

   ３年間の後期臨床研修プログラムでは、全ての分野の知識と臨床能力を 

  身につけることを目標としています。 

   卒後臨床研修２年を終了後、３年間の後期研修を終えて内科認定医など 

  が取得済みであれば、神経学会専門医や脳卒中専門医の受験資格を得るこ 

  とができます。 

  ◎常勤医  城村 裕司 平成９年  横浜市大卒 

        吉田  環 平成 14年 秋田大卒 

        大久保正紀 平成 23年 筑波大卒 

        安部 克哉 平成 26年 福岡大卒 
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◎後期研修目標 

 

① 神経疾患全般に対する幅広い知識を身につけ、さまざまな神経疾患・ 

症状に対処できる臨床能力を取得する 

  

② 医療面接から神経学的診察を通して問題点を抽出・分析し、疾患の存在 

部位と質を考える力を習得する 

  

③ 神経学的検査の手技と判定方法を学び、さらに学会報告などを通じてよ 

り深く疾患の性質を理解する 

 

④ 患者・家族との人間関係を通して、社会における医療の役割を理解し、 

これを実践する 

  

⑤ 他の医療スタッフとの連携を深め、医療チームのリーダーとしての研鑽 

をつむ 
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６. 一般外科後期研修プログラム 

 

 当施設では、一般外科 11 名、心臓血管外科 5 名で診療にあたっております。 

当院外科は、幅広く疾患を扱っており、2010 年の一般外科手術症例数は、乳腺・

内分泌疾患 216 例、消化管疾患 341 例、肝胆膵脾疾患 118 例、呼吸器疾患 35

例、ヘルニア 130 例、その他 76例で、そのうち鏡視下手術 98 例です。 

 

 

＜本プログラムの特徴＞ 

 一般外科 3 年もしくは、希望により一般外科 2 年 6 カ月・心臓血管外科 6 カ

月の研修をおこなえるため、一施設内で日本外科学会外科専門医取得に必要な

手術症例を経験できる。 

 

＜到達目標＞ 

１）最低手術症例 350例、術者として120例を経験する。 

①消化管および腹部内臓（50例） 

②乳腺（10例） 

③呼吸器（10例） 

④心臓・大血管（10例） 

⑤末梢血管（頭蓋内血管を除く）（10例） 

⑥頭頸部・体表・内分泌外科（皮膚，軟部組織，顔面，唾液腺，甲状腺，上皮小体，性

腺，副腎など）（10例） 

⑦小児外科（10例） 

⑧外傷（多発外傷を含む）（10例） 

⑨上記①～⑧の各分野における内視鏡手術（腹腔鏡・胸腔鏡を含む）（10例） 

 

２）学術集会や学術出版物に，症例報告や臨床研究の結果を発表する。 

 

個人の習熟度に御応じて、かなり難易度の高い手術も経験できます。 
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７．整形外科後期研修プログラム 

  

(1)．ディレクター紹介 

蜂谷将史（病院長）、三原久範（脊椎・脊髄外科部長）、山崎哲也（スポ

ーツ整形部長）、柁原俊久（関節外科部長） 

 

(2)．プログラムの目的と特徴 

卒後臨床研修（２年）を終了後、整形外科臨床医の養成を目的とする 3

年間の臨床研修プログラムである。臨床と研究に従事する。3 年間の研修

終了後、1 年間の診療医を経て卒後合計 6 年間で、日本整形外科学会専門

医の受験資格を得ることができる。  

 

(3)．取得できる専門医名 

１．日本整形外科学会(日整会)専門医  

２．日整会専門医取得後には、さらに専門的な研修を行うことにより、

日整会認定リウマチ医、日整会認定スポーツ医、日本体育協会認定スポ

ーツ医、日整会認定脊椎脊髄病医、および日整会脊椎内視鏡下手術・技

術認定医、日本脊髄脊椎外科学会認定脊髄脊椎専門医取得ができる。 

  

(4)．専門医取得の要件 

日整会専門医：専門医の申請時において 6 年以上引き続き日整会の正会

員であることが必要である。さらに、専門医制度規則に定められた研修

期間、研修内容、研修施設の研修条件を満たしている必要がある。日整

会入会には日整会評議員２名以上の推薦が必要である。  

＜研修期間＞6 年以上である。全研修期間のうち３年間は、研修施設にお

いて、専門医の指導のもとで臨床研修することを必要とす

る。  

＜研修内容＞「整形外科卒後研修ガイドライン」（研修手帳内掲載）によ

る。全研修期間中に主発表者として１編以上の論文を学術

雑誌に掲載するとともに、主発表者として１回以上の学術

集会での発表を行うことを必要とする。卒後研修ガイドラ

インに掲げられた研修内容に該当する１０症例の診療記録

を作成する。研修期間中に、日整会が認定する教育研修会

に出席し、２４単位を取得する。全研修期間中の研修内容

等を、所定の研修手帳に記載する。 
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＜研修施設＞当院は、日整会が定める認定条件を満たし、施設認定証を

有する施設である。認定施設２ケ所以上を研修する必要が

ある。連合会間の認定施設を研修することが可能である。  

 

(5)．プログラムの概要 

達成目標：日整会の整形外科卒後研修ガイドラインによる､以下の全て

の項目とする。  

運動器の基礎知識  

○1 ．骨・軟骨・関節の解剖･生理を理解し。臨床に応用できる。  

○2 ．神経・筋・腱・脈管の解剖･生理を理解し、臨床に応用できる。  

関連領域の基礎知識  

○1 ．病理・微生物免疫・遺伝学などの知識がある。  

診断と検査  

○1 ．骨・関節のＸ線診断（ＭＲＩも含む）が的確にできる。  

○2 ．関節造影ができ、所見を正しく評価できる  

○3 ．脊髄腔造影ができ、所見を正しく評価できる。  

○4 ．電気生理学的検査ができ、所見と意義を正しく評価できる。  

○5 ．関節鏡検ができる。  

○6 ．病理組織所見を判断がある程度できる。  

○7 ．基本的診察と病態考察ができる。  

○8 ．神経学的に高位、横位診断が考察できる。  

○9 ．救急外傷患者に的確で、迅速な病態把握ができる。  

○10．痛みの原因分析が十分できる。  

○11．検査の意義を十分理解し、検査の適応を正しく処方できる。  

○12．基本的検査を適切に計画し、意味を判断できる。  

○13．論理的、学理的に病態把握を正しく思考できる。  

○14．整形外科的緊急危険症状を即断できる。  

整形外科臨床知識と力量  

○1 ．病態把握と患者さまのプロフィールからその人に合った治療計

画と見立てができる。  

○2 ．倫理の上に適切な説明と同意ができる。  

○3 ．治療について本人・家族と十分話し合え、納得と信頼をうるこ

とができる。  

○4 ．適切な薬剤処方、使用ができる。  

○5 ．徒手整復の正しい適応と実施ができる。  

○6 ．補装具の処方、指示、指導が正しくできる。  
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○7 ．理学療法の処方、指示が正しくできる。  

○8 ．整形外科ＭＥ機器を適切に処方し、使用できる。  

○9 ．介達牽引管理が正しくできる。  

○10．直達牽引管理が正しくできる。  

○11．創外固定管理が正しくできる。  

○12．局麻、伝達麻酔ができる。  

○13．全身麻酔と全身管理ができる。  

○14．術前準備を正しくできる。  

○15．脊髄損傷の初期治療が適切にできる。  

○16．開放骨折の初期治療が適切にできる。  

○17．関節の感染症の初期治療が適切にできる。  

○18．手新鮮外傷の初期治療が適切にできる。  

○19．採骨と骨移植が正しくできる。  

○20．主な関節手術（鏡視下、人工関節を含む）ができる。  

○21．脊椎での椎弓切除術が正しくできる。  

○22．椎間板切除術が正しくできる。  

○23．神経剥離術、神経縫合術がある程度できる。  

○24．血管吻合がある程度できる（マイクロも含む）。  

○25．四肢切断と術後管理ができる。  

○26．その他のガイドラインにある整形外科的基本手技の幾つかを確

実にできる。  

○27．バイタルサインを正しく把握し、生命維持に必要な処置を的確

にできる。  

○28．救急外傷患者の搬送について正しく判断し、処理できる。  

○29．緊急時の気管切開ができる。  

○30．緊急時の減張切開ができる。  

○31．関節注射、ブロックができる。  

○32．スポーツ外傷の現場処置が的確にできる。 

○33．義肢以外の各種装具を設計し、指示できる。 

○34．高齢者の整形外科的骨関節疾患への治療設計ができ、十分助手

または術者となることができる。  

○35．慢性関節リウマチの治療計画が確実にでき、関節外科の助手が

十分できる、または術者となることができる。  

○36．小児の先天性疾患（先股脱、内反足、筋性斜頚）の治療計画と

保存治療が十分できる。  

○37．患者の心理・情緒を洞察し、カウンセリングがある程度できる。  
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○38．機能障害、能力障害、社会的不利を評価でき適切なリハビリ計

画ができる。  

○39．リハビリテーションのうち職能訓練の処方が十分でき、評価で

きる。  

○40．脳性麻痺の訓練の処方が指示でき、評価できる。  

○41．廃用症候群の内容を分析でき、適切な治療計画が立てられる。  

○42．高齢者・障害者に対し、適切な生活アドバイスができる。  

 

研究能力  

○1 ．自主的に研究テーマを求め、実践する。  

○2 ．少なくとも症例報告論文を、口頭発表および執筆する。  

 

指導能力  

○1 ．自分より若い医師に対して、適切なアドバイスと指導をする。 

 

(6)．年間症例数等 

人工関節外傷、脊髄脊椎外科、スポーツ整形外科および一般外傷、救

急外傷患者を中心に月曜から金曜まで毎週入院・手術が行われ、年間

約 1200 例である。病棟は関節チーム・脊椎チーム・スポーツチームの

3 チームが組織されており、交代で１チームに所属し、診療を行う。月

曜日は外来・術前カンファレンス・火曜・水曜は病棟カンファレンス・

木曜は術後カンファレンスが行われ、プレゼンテーションを行い、討

議に参加する。自らの研修と同時にベッドサイド実習の初期臨床研修

医の指導を行う。 
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８. 泌尿器科研修プログラム 

 

１．泌尿器科について  

泌尿器科は腎・副腎および尿路・男子生殖系の疾患を診断し、単独科で内

科的治療と外科的治療を行う魅力的な科だと自負しています。また、高齢化

社会を迎え尿路・排尿管理の必要性が増し、前立腺癌や過活動性膀胱が急増

しその対応が重要になっています。泌尿器科医師の需要は今後ますます高ま

ることが予想されます。 

 

２．当科の特徴  

地域の基幹病院として、皆様のために信頼される泌尿器科を目指して、確

実で安全な治療を提供できるように５人のスタッフでチームワークをとりな

がら日々診療に取り組んでいます。“膀胱炎から前立腺癌のターミナルケア

まで”と患者さんと疾患を選ばない幅広い対応と迅速な診断と治療の提供を

モットーに診療に当たっています。日頃より患者さんの病状、全身状態、生

活環境を考慮して最適な治療を提案し、患者さんの希望を大切にして治療方

針を決定するように心掛けています。 

 ほぼすべての泌尿器科疾患の治療を行っています（前立腺癌小線源療法、

腎移植、精巣癌大量化学療法、小児の特殊な疾患は、専門病院に紹介）。急性

期型病院として、悪性腫瘍、尿路感染症、尿路結石、尿路外傷などの疾患に

対して、迅速に診断を下し治療を開始します。 診療の中心は泌尿器科悪性腫

瘍の治療で、悪性腫瘍の手術を数多く経験しており、合併症を軽減させて良

好な治療成績を残しています。泌尿器科腹腔鏡技術認定医２名を擁し、腹腔

鏡手術も積極的に行っています。 

 

３．後期研修概要  

（１）スタッフ紹介 

池田伊知郎（部長）：昭和６２年卒、日本泌尿器科学会専門医・指導医、

日本癌治療学会臨床治験登録医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医・暫定教育医、泌尿器科腹腔

鏡技術認定医 

 

塩井 康一（医長）：平成１１年卒、日本泌尿器科学会専門医・指導医、 

         日本がん治療認定医、日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡

技術認定医 
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藤川 直也（医長）：平成１５年卒、日本泌尿器科学会専門医・指導医・

日本がん治療認定医 

      小泉 充之（医員）：平成２２年卒 

   能登 紀彰（医員）：平成２５年卒 

   深澤 佳高（医員）：平成２６年卒 

 

（２）希望する後期研修医像  

初期研修において基本的な医療技術・外科的手技を習得していること

が理想ですが、探究心とやる気にあふれ、患者さんの気持ちを理解でき

る方であればどなたでもかまいません。  

 

（３）一般目標  

泌尿器科専門医を取得するための基本手技、診断能力、手術技能を学

ぶことを目的とします。 また、社会のニーズや動向にも目を向けられる

医療人としてだけではなく、社会人としての人間性を養うことも大切に

します。 

 

（４）行動目標  

研修期間の３年間で受験資格が得られ、泌尿器科医師として合計４年

（卒後６年）で専門医を取得することを目指します。そのために、症例

の豊富な当院で指導医のもとに泌尿器科臨床に励んでください。  

主に以下の７項目を目標に研修を行っていただきます。  

1） 泌尿器疾患の病態の理解  

2） 泌尿器科疾患診断のための基本的手技の習得  

3） プライマリケアに必要な基本的診療能力の習得  

4） 医療記録に正確に記載できる能力の習得  

5） 泌尿器科疾患治療のための基本的技術の習得  

6） 学会発表・論文作成などの能力の取得  

7） 他の医療スタッフとの協調性や患者さんとのコミュニケーション

のとれる、バランスのとれた医師の形成  

 

（５）到達目標 

１、２年目 

手術 ： 陰嚢・陰茎手術、経尿道的膀胱腫瘍切除術、経尿道的前立

腺切除術、経尿道的膀胱砕石術、ESWL、腹腔鏡手術助手、 

     開腹腎摘術、前立腺全摘 
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検査 ： 超音波検査、前立腺生検、膀胱鏡検査、尿管鏡検査、逆行

性下部・上部尿路造影、膀胱機能検査、精巣生検   

処置 ： 尿管ステント留置術、膀胱瘻造設術、尿道ブジー、経皮的

腎瘻造設術    

 

３年目 

手術 ： 膀胱全摘、尿路変更術、腹腔鏡手術助手 
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９．心臓血管外科後期研修プムグラム 

 

当院の心臓血管外科は、一般心臓血管外科はもちろん特に末梢血管疾患、慢性

肺塞栓症治療に特化しています。特に一般外科希望者であまり数少ない心臓大

血管研修のみではなく実際に一般外科医が遭遇し診療しなければならない血管

疾患の研修、実践的な血管外科手技を取得したい医師に効果的な教育が行えま

す。 

 

目的：後期研修の一環として 

① 外科専門医取得目的のための一般的な心臓、大血管、末梢血管疾患の研修、 

② 心臓血管外科専門医取得目的で高度な専門的な末梢血管外科手技の研修 

 

対象者：①外科専門医取得希望する方 

    ②外科専門医取得者で心臓血管外科専門医取得希望の方 

    ③心臓血管外科専門医 

期間：6-24ヶ月 

 

研修目的：病院の理念にのっとり患者さん中心の医療を実践する。 

 

①外科専門医取得希望する方 

１、 血管外科手技の基本を取得する。具体的には血管剥離、中血管の吻合を

独立して行うことができる。 

２、 一般医が遭遇することが多い、深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、急性動脈

閉塞症の診療、診断、手術あるいは薬物治療を独立して行うことができ

るようにする。 

３、 腹部大動脈瘤、冠動脈硬化症、心臓弁膜症、閉塞性動脈硬化症、慢性腎

不全のシャント作成の診療、手術、術後管理に参加する。進度、研修期

間により、閉塞性動脈硬化症バイパス手術、慢性腎不全のシャント作成、

腹部大動脈瘤を指導の下に術者としておこなう。冠動脈硬化症、心臓弁

膜症手術では、指導の下に開閉胸、グラフト採取を行う。 

４、 ICUでのカテコラミン使用法などの循環管理、呼吸器使用法など呼吸管理

を独立して行う。 

５、 学究的な態度を身につける。個々の症例に対しての文献検索をおこなっ

ての治療方針の決定、地方会、研究会での発表を最低 1つはおこなう。

研修期間によっては論文作成、臨床研究を行う。 
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６、 ②外科専門医取得者で心臓血管外科専門医取得希望の方、進度、研修期

間により相談して決定します。 

７、 当科の年間症例数 心臓疾患 30-50 例、大血管 10-20例、末梢血管手術 

30-50例、経皮血管形成術 30-50 例、シャント関連手術 20-30例、静脈

疾患手術 100-150例 

 

横浜南共済病院心臓血管外科で取得可能な資格 

 

１、外科専門医（心臓大血管、末梢血管の各 10 例の手術経験は 6 ｹ月で取得可

能） 

２、日本心臓血管外科認定医機構専門医 

 

横浜南共済病院の施設基準：外科学会研修施設、心臓血管外科専門医認定機構  

             関連施設、胸部外科学会関連施設、大動脈ｽﾃﾝﾄｸﾞ 

                          ﾗﾌﾄ施行施設 

 

施設の特徴、診療科の特徴 

 目的に応じて６ケ月～36ケ月間の研修が可能です。 

 横浜南共済病院は横浜南部の２６診療科、650床を有する総合病院です。活発

な外科や他の診療科、協力的なコメディカルに囲まれ、当科も忙しい診療で日々

過ごしています。 

 診療の特徴は、一般医が遭遇することの多い下肢静脈瘤手術が年間１００－

１５０例、末梢動脈疾患手術（シャント手術含む）が約７０－９０例と多いこ

とです。これら疾患には超音波診断、超音波ガイド手術、経皮血管形成術など

先進的な治療をおこなっています。また難易度の高い遠位バイパス術を多数施

行しています。骨形成深部静脈血栓症の診断、治療も多く経験します。 

 心臓、大血管手術は年間 30-50 例ぐらいで、当科の特色は慢性肺塞栓症に対

する肺動脈血栓内膜摘除術を行うことができる施設です。CABG は半数以上がオ

フポンプ手術です。大動脈ステントグラフト施行しています。 

 学問的には常に世界のレベルを見据えながら業績を出すことをこころがけて

います。末梢血管手術の分野では教科書出版、講習会の講師として積極的に活

動しています。 
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９．耳鼻咽喉科後期研修プログラム 

 

１、 耳鼻咽喉科について 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域で扱う臓器は多く、疾患も多様です。聴

覚・嗅覚・味覚・平衡感覚といった、視覚以外の感覚器を扱う診療科で

あり、外来・手術も含め、患者の QOL の向上を目的とすることが多いこ

とが特徴としてあげられます。耳鼻咽喉科は単独科で内科的治療と外科

的治療を行う魅力的な診療科であると思います。 

 

２、 当科の特徴 

 当院耳鼻咽喉科は一般総合病院の耳鼻咽喉科として症例数・手術件数

ともに有数の規模です。症例に偏りのないことが特徴で、臨床面では鼻・

副鼻腔手術、頭頸部腫瘍手術、中耳手術に力をいれています。特徴とし

て、甲状腺腫瘍手術を耳鼻咽喉科で行っていることがあげられます。甲

状腺腫瘍手術は前頸部の解剖熟知に適しており、緊急の気管切開術など

にも応用が可能です。 

耳鼻咽喉科スタッフ 4 名で年間手術件数が約 400 例と症例数も豊富な

ため、シニアレジデントの教育研修には適した環境であると思います。 

 

 

常勤医  生駒 亮  平成 ９年横浜市大卒 

     松浦 省己 平成１６年昭和大学卒 

和田 昂  平成２２年岡山大学卒 

     小林茉莉子 平成２４年宮崎大学卒 

     野島 雄介 平成２６年福井大学卒 

 

３、 後期研修概要 

１）一般目標 

  初期研修における基本的な医療技術・外科的技術を基礎とし、耳鼻咽

喉科専門医を取得するための基本手技、診断能力、手術手技を学ぶこと

を目的とします。同時に患者本位で全人的な医療の行える、人間的にも

優れた医師となることを最大の目標にしています。 

 

２）行動目標 

 ① 外来診療において、問診から治療方針のたて方について習熟する。 

 ② 耳鼻咽喉頭の基本検査・処置に習熟する。 
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 ③ 頭頸部領域の画像診断や聴力検査などの実施、その解釈に習熟する。 

 ④ 主治医として入院患者の治療にあたり、上級医とともに病態の把握、

治療方針の決定、IC やリスク管理を学び、患者さんやコメディカル

と良好な信頼関係を築く。 

 ⑤ 手術の流れを理解し、助手としての介助を行う。また段階的に執刀

医となって手術手技に熟達する。 

 ⑥ 学会発表、論文作成などの能力を取得する。 

 

３）到達目標 

   年次における規定はありません。当院で 3 年間研修すれば、扁桃摘 

出術、アデノイド切除術、鼻中隔矯正術、内視鏡下副鼻腔根本術、喉

頭微細手術、顎下線摘出術、甲状腺手術、鼓膜形成術などは執刀医と

して習得可能です。 

 症例が豊富で執刀機会が恵まれるため、シニアレジデントの臨床経

験を積むには非常に適しています。 

 

４）シニアレジデント終了後の進路 

当科の関連大学である横浜市立大学、レジデントの出身大学への入

局や大学院進学、あるいは関連病院への転職にも応じます。各人の希

望にそって対応します。 

 

     専門性に関する資格の取得条件（日本耳鼻咽喉科学会） 

１、  日本国の医師免許を有する者 

２、  連続して 3 年以上、日本耳鼻咽喉科学会の正会員であること 

３、  日本耳鼻咽喉科学会が基準に基づいて認可した耳鼻咽喉科専

門医研修施設において、研修カリキュラムに従い臨床研修終

了後 4 年以上の専門領域研修（そのうち 3 年以上は耳鼻咽喉

科専門医研修施設における研修でなければならない）を修了

した者 

上記を満たした者は専門医試験を受験できます。 

 

当院耳鼻咽喉科は、日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医

研修施設ですので、日本耳鼻咽喉科学会に入会すれば、専門領域研

修の期間として認められます。 
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10．放射線科後期研修プログラム 

 

１．はじめに  

 放射線科は画像診断、核医学、放射線治療の３部門を持ち、放射線専門医修

練機関として認定されています。診療内容は CT,MR,RI検査と読影、放射線治療

を中心におこなっています。放射線科では各診療科と協力、連携しながら治療

が行われるよう、外来、入院の画像診断、治療、看護を効率的におこなってい

ます。  

 

２．プログラムの目的と特徴  

 放射線科プログラムの目標は、放射線医学、腫瘍学、生物学、物理学の広い

知識を身につけ、放射線科領域の臨床能力を育成することです。臓器別診療形

態の他科と異なり、放射線診療はあらゆる領域の疾患の画像診断から低侵襲性

治療を幅広く担っています。最新の診断機器や治療装置を備えた放射線科は病

院機能の中枢を担っており、放射線科医は各診療科医師に対して的確な早期診

断による適切な治療を導くための重要な役割を果たします。画像診断・核医学

では、マルチスライス CT、高速撮像 MRIや SPECTを駆使した３次元画像や機能・

代謝画像が新たな病態解明に大きく寄与しています。IVRや放射線治療は、最新

の画像診断を軸に、より正確で安全かつ低侵襲的な治療を提供しています。い

ずれの領域でも、機器・装置の進歩や多様化は目覚しく、診療各科に良質で効

率的な放射線診療を提供していく為にも、放射線科医の需要は今後益々高まる

ものと予想されます。放射線科専門研修では、病院全体の医学的・社会的ニー

ズに応じた放射線診療を提供するための知識と技術を幅広く身につけた放射線

科専門医の育成を目標とし、専門的な臨床及び研究に備えたトレーニングを行

います。放射線専門医一次試験に必要な放射線医学の知識及び技術を習得しま

す。 一次試験に既に合格している場合は、第２次試験に向けて研修を行います。

放射線科専門医は、日本医学放射線学会専門医認定制度に基づき、規定の修練

期間及び認定試験を経て取得できます。核医学専門医試験に向けた教育も行い

ます。 研修中の研究指導については、広範囲の研究分野で研究を行っており、

臨床的な知識、技術と並んで、研究も研修の一環として非常に重要であると認

識しています。希望に応じて積極的に研究に参加して頂き、学会発表、論文発

表の機会も多く持てるようにしたいと考えています。 

  

３．研修内容  

・被曝リスクを理解し、安全な医療行為を行います。  

・放射線技師、看護師、他科の医師と連携し、チーム医療を実践します。 
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・正常画像解剖を説明できるよう学びます。  

・各種画像診断法の撮像原理、適応を理解し、応用します。  

・CT,MRI検査を全身の臓器を対象として行い、全ての読影を行ないます。  

・CTではマルチスライスの造影法を修得し、放射線技師に的確な指示を行ない  

 ます。  

・造影剤についての基本的知識を学び、副作用に対処します。  

・合併症発生時に、適切な医療を選択します。  

・MRIでは新しい撮像法とその臨床応用を理解し、放射線技師に的確な指示を行 

 ないます。  

・血管造影および IVRの基本手技の修得と読影を行ないます。  

・各種 IVRにおけるインフォームドコンセントと術前後の指示について学びま 

 す。  

・IVR で想定される合併症のリスク判断と予防策を講じます。  

・患者および医療従事者の放射線被曝のリスク低減に配慮します。  

・核医学検査で使用する放射線性医薬品の取り扱いや生理的動態について理解 

 します。  

・病期診断、効果判定のための基本的知識、手技を学びます。 

・放射線治療の適応を理解し、その治療計画を学びます。  

・希望に応じた専門分野の確立とスキルの向上を図ります。 

・後進の指導、教育技法を身につけます。  

・院内 CPCカンファレンスに参加し、画像所見を的確に述べられるようにしま 

 す。  

・各科とのカンファレンス、症例検討、抄読会などに参加します。 

・日本医学放射線学会、日本核医学会、日本 IVR学会、地方会で学術発表を行 

 います。  

・論文執筆を行い学術雑誌に投稿します。  

 

４．対象医師と定員 

初期研修を修了し、放射線科修練を目指す医師。 

定員 1名。 

 

５. 設備 

CT    2台   DSA        3台 

MRI    3台   SPECT   3台 

X線 TV    3台   ﾘﾆｱｯｸ                    １台 
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11．救急科後期臨床研修プログラム 

 

 横浜南共済病院は地域の中核病院として、急性期医療に貢献してきました。 

 横浜市二次救急拠点病院事業に参加し、二次救急拠点病院Ａの指定を受けて 

おります。平成 27 年度の実績として救急患者総数は 14,959例，救急車台数は 

6,984 台となります。これらの実績が認められ、平成 28 年 4 月より救命救急セ

ンターの指定を受けました。 

救急科の診療は救急搬送されるすべての救急患者を受け入れ、緊急度・重症

度の評価及び初期治療を実施し、適切な方針（帰宅、外来フォロー、入院）を

決定し、関連する各専門診療科と連携しています。原則、救急外来での診療が

中心であり、入院患者の受持ちは行っていません。 

 当院の特徴として、多くの専門診療科が存在し、各診療科との連携が充実し

ていることもあり、疾患の偏りなく、幅広く多様な救急疾患を経験することが

可能であります。 

 

研修の到達目標 

 様々な緊急度・重症度を持った救急患者が同時に多数来院する救急外来にお

いては、個々の患者への評価だけでなく、同時に多数の患者へ対応する知識、

技術も必要になります。そのために救急外来での診療上、必要な知識を以下の

４つにまとめ、研修の到達目標としました。 

１. 災害医療の原則として汎用されるＣＳＣＡＴＴＴの考え方を元に救急

外来の管理運営 

２. 繰り返し行う緊急度の判定と優先度の判断 

３. ＡＢＣＤＥアプローチによる評価と蘇生 

４. “critical”な疾患の同定、除外と“common”な疾患の診断 

 

研修の内容 

 指導医（救急科専門医）とともに、主体的に個々の救急患者の診療に当た

るのを基本となります。またリーダー医師を担当する場合には、多数の救急

患者が来院した際の救急外来の統括や各診療科との連携を行うことになりま

す。 

 また初期研修医に対しての教育、指導にも関わることも重要な研修項目と

なります。 

救急関連の様々な学会（日本救急医学会、日本臨床救急医学会、日本外傷学

会、日本集団災害医学会等）や講習会（ＢＬＳ、ＡＣＬＳ、ＪＡＴＥＣ、 

ＭＩＭＭＳ等）にも積極的に参加することが可能です。 
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その他 

 当院は災害拠点病院、神奈川県ＤＭＡＴ指定病院であり、災害医療に関し

ても重大な責務を負っております。救急医療において災害医療の分野は重要

であり、この研修期間中にＤＭＡＴ隊員の資格を取得し、院内院外を含めた

災害訓練の計画、実施に関わっていくことが可能です。 

 

スタッフ紹介 

髙橋耕平 平成 10年卒 日本救急医学会専門医、日本集中治療医学会専門医 

大塚 剛 平成 16年卒 日本救急医学会専門医 

森 浩介 平成 19年卒 日本救急医学会専門医 

森下さくら平成 26年卒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


