
山陰労災病院後期臨床研修プログラムについて 
 

 山陰労災病院は、医師臨床研修医制度の初期研修２年間を修了した医師、ま

たは現在、臨床を行なっている中でさらに専門領域の技術・知識を学びたいと

希望される医師を「後期臨床研修医」として迎え、14 の診療科で 15 の新しいプ

ログラムを準備し、各分野で「専門医」を目指す上で基礎となる研修を２〜３

年の期間で実践します。また、希望があれば複数科をローテートできるように

も配慮します。 

 当院は鳥取県西部の中核基幹病院として、ICU と救急病棟を開設し平成 20 年

7 月には地域医療支援病院に指定されました。約 200 名の開業医との病診連携を

持ち、入院治療延べ年間 121,800 人、外来診療 238,300 人、手術件数 2,900 例、

時間外急患数 8,000 名、救急車搬送件数 2.300 件（平成 19 年度）などの実績が

あります。また、鳥取大学附属病院とも密接な関係を保ち、地域医療に貢献し

ています。 

 後期臨床研修においては、研修指導医５３名という豊富な指導医のもとで、

高度な専門技術・知識が身につくとともに、地域に根ざした急性期病院として

の多くの症例を経験できます。給与・待遇も改善しました。研修中の移動もな

く、じっくりと腰を落ち着けて研修ができます。 

 研修中には鳥取大学の社会人特別選抜枠大学院に在籍しながらの研修も可能

です。研修終了後は、当院の嘱託医または常勤医師として臨床を継続するか、

鳥取大学や各大学への紹介ができます。当院では、383 床という中規模病院の特

徴である少数精鋭、フレキシビリティの良さの中で充実した後期専門的研修生

活を送って頂き、２〜３年後には自ら専門性を深め、「専門医」取得を目指して

歩んでいく力を育成できるシステムを確立しております。 
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                        研修責任者  杉原三郎 
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消化器内科後期臨床研修プログラム 

 

【研修目標と特徴】 

初期臨床研修終了後の卒後３年目から５年目の３年間で内科認定医・専門医，消化器

病学会専門医，消化器内視鏡学会専門医，肝臓学会専門医を取得するのに必要な知識，

技能，医師としての態度を習得する．当科では多数の症例，豊富な指導医，最新鋭の診

療設備を有し，さらに消化器外科および放射線科との教育連携も充実している．また日

本内科学会の教育関連病院，日本消化器病学会，日本消化器内視鏡学会，日本肝臓学会

の認定施設であり，後期研修終了後には前記の各種消化器関連学会の認定専門医の受験

資格が得られる． 

 

【研修内容】 

  上部消化管，下部消化管，肝・胆・膵のすべての消化器疾患について，病棟，外来，

救急，当直診療の修練を行う．下記の週間スケジュールに従い，腹部超音波検査，上部

消化管内視鏡検査(EUS, EMR, ESD，PEG などの治療手技も含む)，上部消化管透視検査，

下部消化管内視鏡検査(EUS, EMR などの治療手技も含む)，下部消化管透視検査，小腸透

視検査，ERCP，EST，ENBD，ERBD，超音波ガイド下肝生検・腹部腫瘍生検，腹腔鏡検査，

PEIT，RFA，PTC，PTCD，PTGBD，胆道ステント挿入など消化器内科特有の検査および治療

手技の修練を行う．また，消化器疾患の化学療法，肝疾患のインターフェロン療法など

最新の治療知識・治療手技も身につける．これらは，卒後３年次から５年次の間に難易

度の低いものから高いものへ，上級医のチェックを受けながら順次マスターしてゆく． 

  日本内科学会，日本消化器病学会，日本消化器内視鏡学会，日本肝臓学会，日本消化

器がん検診学会などの総会，大会，支部例会，地方会および各学会会誌に症例報告，臨

床研究の成果を発表する． 

 

【指導医】 

 古城治彦（S45 年卒業，副院長，内科部長，内科認定医・指導医，消化器病学会専門医・

支部評議員，消化器内視鏡学会専門医・指導医・支部評議員，消化器がん検

診学会認定医，産業医） 

 岸本幸広（S48 年卒業，消化器内科部長，内科認定医・指導医，消化器病学会専門医・

支部評議員，消化器内視鏡学会専門医・指導医・支部評議員，消化器がん検

診学会認定医，肝臓学会専門医・指導医・西部会評議員，がん治療認定医機

構暫定教育医、産業医） 

 謝花典子（S54 年卒業，第 2 消化器内科部長，内科認定医・指導医，消化器病学会専門

医・支部評議員，消化器内視鏡学会専門医・指導医・支部評議員，消化器が



ん検診学会認定医，産業医） 

 西向栄治 (S63 年卒業，第 3 消化器内科部長，内科専門医・指導医，消化器病学会専門

医，消化器内視鏡学会専門医・支部評議員，肝臓学会専門医，産業医) 

 神戸貴雅 (H6 年卒業，副部長，内科学会認定医，消化器病学会専門医，消化器内視鏡学

会専門医・支部評議員、がん治療認定医機構暫定教育医) 

 向山智之 (H9 年卒業，副部長) 

 

【診療実績（年間）（一部通年）】 

      ①上部消化管内視鏡検査 5,000 件，②下部消化管内視鏡検査 1,200 件，③内視鏡的

逆性胆管膵管造影(ERCP) 130 件，④内視鏡的超音波検査(EUS) 30 件，⑤下部消化管

内視鏡的治療 240 件，⑥上部消化管内視鏡的治療 35 件，⑦内視鏡的止血術 70 件 

⑧内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 100 件，⑨食道静脈瘤に対する内視鏡的治療(EIS, EVL)45

件，⑩内視鏡的乳頭切開術(EST) 20 件，⑪その他，内視鏡的逆行性胆管膵管ステント

挿入術，消化管内異物除去術，食道狭窄拡張術，消化管悪性狭窄部ステント挿入術な

どを随時施行，⑫肝生検 50 例，⑬Ｃ型慢性肝炎に対するインターフェロン治療総数

325 件 (内，ペグインターフェロン+リバビリン併用療法 50 件)，⑭Ｂ型慢性肝疾患

に対する経口抗ウイルス剤治療総数 65 件，⑮肝細胞癌治療例 50 件(そのうち新患症

例 30 件)(PEIT 年間延べ数 20 件，RFA 年間延べ数 50 件)． 

 

【週間スケジュール】 

  

曜日 午前 午後 

月 上部消化管内視鏡検査，上部消化管透視検査， 

下部消化管透視検査， 

ERCP，ESD 

火 早朝(7:00)病棟症例検討会，上部消化管内視鏡検査，

下部消化管内視鏡検査，EMR，ERCP， 

PEG，EIS，EVL，RFA 

内視鏡検討会 

水 上部消化管内視鏡検査，下部消化管内視鏡検査， 

下部消化管透視検査，EMR，ERCP，腹部 US 

ESD， 

隔週 19 時より症例検討会 

木 早朝(7:00)病棟症例検討会，上部消化管内視鏡検査，

ERCP，肝生検，腫瘍生検，PEIT，RFA， 

ERCP，RFA， 

金 上部消化管内視鏡検査，下部消化管内視鏡検査， 

EMR，ERCP，PEG， 

レントゲンフィルム検討会

  なお上部消化管透視検査は連日施行している．また救急患者に応じて，随時，緊急上

部・下部内視鏡検査，EST，ENBD，ERBD，PTCD，PTGBD，などを施行している． 



循環器科後期臨床研修ストレートコースプログラム 
【循環器科の特徴と紹介】 
急性期医療の最前線にあるとの自覚を持って，循環器疾患の急患は絶対に断らないとの方

針の下，24時間体制で診療にあたっている．1983年から虚血性心疾患に対するインターベ

ンション治療（PCI）を中心に活動しているが，これらは心臓血管外科と緊密な連携をとりなが

ら行っている．年間の心臓カテーテル検査件数は約 700件で，PCIは約250件（ロータブレ

ーターの適応症例は約５％）である．また，腎動脈や末梢動脈に対するインターベンション治

療も行っている．その他，弁膜症・心不全・不整脈などの心疾患のすべて，さらには肺動脈塞

栓症や深部静脈血栓症など，心血管系の疾患を対象としている． 
【目的と特徴】 
循環器疾患の高度な診療を行うことを目指し，多数の急患や待機的入院患者を担当すること

によって豊富な経験を積むことが出来る．特に，緊急の治療を要する虚血性心疾患に対する

PCIの技術を習得してもらう事が可能である．また，循環器以外の疾患を担当することも多く，

それら疾患に対しても自分自身の手で治療が行えるような医療技術を習得する事も目指す． 
当科では将来を担う若い循環器科医師を望んでおり，可能であれば常勤医として当院で活

躍していただきたいと願う．そのためには基礎技術を習得した上で他施設でのさらなる研修

（国内留学）も考慮したい． 
【一般目標】  
循環器専門医となる事を目標に，循環器疾患の診断と治療に関する知識，技術を習得する．

各種循環器疾患症例の主治医となり，心臓カテーテル検査を含む各種検査を指導医とともに

行い，診断治療を実践する．また、各種循環器疾患の急性期治療を指導医とともに行い，循

環器病学の臨床のすべてについて習得し，最終的には独立して医療を行える素地を養うこと

を目標とする． 
【個別目標】 
１．身体所見，血液検査，胸部Ｘ線，心電図，CT，MRI，核医学検査（RI），心エコー 
  検査などを総合判断して診察し診断するとともに，非循環器疾患との鑑別が出来る 
  能力を身につける． 
２．RI検査や心エコー検査を指導医とともに行い共同で判定する． 
３．循環器疾患すべてについて主治医となり，検査･診断･治療を行う．特に急性心筋梗 
  塞，急性心不全，不整脈などの急性疾患の主治医として，指導医とともに急性期治 
  療に当たる． 
４．循環器カンファレンスに参加し，担当症例の診断から治療までの計画を決定する． 

１． 急性心筋梗塞を含めて心臓カテーテル検査に術者として積極的に参加し，その結

果を理解して治療法の選択を行う．最終的には独立してカテーテル検査が行える

ことを目標とする．さらには術者として PCIを行える技術を習得する事を目標とす

る． 
２． ショックや急性心不全に対して，人工呼吸器，大動脈バルンパンピング（IABP），持

続緩徐式透析濾過（CHDF）などの挿入および管理を指導医の下で行う．最終的に

は独力で行える事を目標とする． 



３． 一時的ペースメーカーの適応を決定し，その挿入を指導医とともに行う．最終的に

は独力で行える事を目標とする． 
４． 強心剤，利尿薬，抗狭心症薬，降圧薬，血管拡張薬，抗不整脈薬，抗凝固薬などの

使用法を習得する． 
５． BLS, ICLSを習得し，院内・院外トレーニングに参加し，インストラクターとして指導

に当たれるように研鑽する． 
【取得手技】 
１． 蘇生術 
２． 右心カテーテル，冠動脈造影検査および PCIの介助と実践． 
３． 一時的ペースメーカーの挿入と永久ペースメーカーの植え込み． 
４． 人工呼吸器，大動脈バルンパンピング（IABP），持続緩徐式透析濾過（CHDF）などの挿

入および管理． 
【研修方法】 
１．数名の患者を担当し，心臓カテーテル検査などについて全体的に患者を把握する． 
２． 入院患者や急患患者の心電図を判読する． 
３． 担当患者の負荷心電図，心臓カテーテル検査，RI検査を行う． 
４． 担当患者以外の症例についても積極的に検査・治療などの行為に参加する． 
５． 急患患者や重症患者への対応を修練するために急患係を担当する． 
６． 学会発表を行う． 
７． 希望により心臓血管外科の術前検査や術後管理に参加する． 
【週間スケジュール】 
症例検討会；金曜日 
心臓カテーテル検査；火曜日・木曜日・（金曜日；午後） 
心エコー検査；毎日 
RI検査；金曜日 
【指導医および施設基準】 
遠藤 哲；S.49年卒業 
笠原 尚；S.55年卒業 
太田原 顕；S.60年卒業 
尾崎就一；S.61年卒業 
        日本循環器学会研修認定施設；専門医 
        日本心血管インターベンション学会認定研修施設；指導医，認定医 
        日本心血管カテーテル治療学会；指導医 



循環器科後期臨床研修ローテートコースプログラム 
【循環器科の特徴と紹介】 
 急性期医療の最前線にあるとの自覚と，「当院を頼って来られたのであろうからそれに答え

よう」という気概を持って，循環器疾患の急患は絶対に断らないとの方針の下，24時間体制で

診療にあたっています．1983 年から虚血性心疾患に対するインターベンション治療（PCI）を

中心に活動していますが，これらは心臓血管外科と緊密な連携をとりながら行います．年間

の心臓カテーテル検査件数は約700件で，PCIは約250件（ロータブレーターの適応症例は

約５％）です．また，腎動脈や末梢動脈に対するインターベンション治療も行っています．そ

の他，弁膜症・心不全・不整脈などの心疾患のすべて，さらには肺動脈塞栓症や深部静脈血

栓症など，心血管系の疾患を対象としています． 
【一般目標】 
 内科専門医を目指す医師が循環器病学の研修実践を目標とし，非循環器疾患との鑑別診

断ができる能力を身につけるとともに，ある程度の循環器疾患であれば自分で検査・治療を

行えるようにする． 
【個別目標】 
１． 身体所見，血液検査，胸部Ｘ線，心電図，CT，MRI，核医学検査（RI），心エコー 
  検査などを総合判断して診察し診断するとともに，非循環器疾患との鑑別が出来る 
  能力を身につける． 
２． RI検査や心エコー検査を指導医とともに行い共同で判定する． 
３． 主な循環器疾患の主治医となって検査・診断・治療を行う．心筋梗塞・急性心不全・不整

脈などの主治医としても指導医の監督の下に病態を理解し，急性期治療にあたる． 
４． 右心カテーテル検査や冠動脈造影検査に術者として加わり，その結果を理解し，治療

法の選択を行う．合わせて静脈・動脈のルート確保を修得する． 
５． PCIについては，３ヶ月後には指導医の下で first operatorとして参加する． 
６． 循環器カンファレンスに参加し，担当症例の診断から治療までの計画を決定する． 
７． 一時的ペースメーカーの適応を決定し，その挿入を指導医とともに行う． 
８． 強心剤，利尿薬，抗狭心症薬，降圧薬，血管拡張薬，抗不整脈薬，抗凝固薬などの使用

法を習得する． 
９． BLS, ICLSを習得するよう，院内・院外トレーニングに参加する． 
【取得手技】 
１． 蘇生術 
２． 心臓・末梢血管の超音波検査 
３． 右心カテーテル，冠動脈造影検査および PCI 
４． 一時的ペースメーカーの挿入 
５． 人工呼吸器，大動脈バルンパンピング（IABP），持続緩徐式透析濾過（CHDF）などの挿



入および管理． 
 
【研修方法】 
１． 数名の患者を担当し，心臓カテーテル検査などについて全体的に患者を把握する． 
２． 入院患者や急患患者の心電図を判読する． 
３． 担当患者の負荷心電図，心臓カテーテル検査，RI検査を行う． 
４． 担当患者以外の症例についても積極的に検査・治療などの行為に参加する． 
５． 急患患者や重症患者への対応を修練するために急患係を担当する． 
６． 学会発表を行う． 
７． 希望により心臓血管外科の術前検査や術後管理に参加する． 
【週間スケジュール】 
症例検討会；金曜日 
心臓カテーテル検査；火曜日・木曜日・（金曜日） 
心エコー検査；毎日 
RI検査；金曜日 
【指導医および施設基準】 
遠藤 哲；S.49年卒業 
笠原 尚；S.55年卒業 
太田原 顕；S.60年卒業 
尾崎就一；S.61年卒業 
 
         日本循環器学会研修認定施設；専門医 
         日本心血管インターベンション学会認定研修施設；指導医，認定医 
         日本心血管カテーテル治療学会；指導医 
 



糖尿病学後期臨床研修プログラム 

 

【目的と特徴】 

 代謝内分泌内科は、日本糖尿病学会の教育認定施設として、糖尿病、代謝

内分泌科疾患を主に担当している。特に糖尿病患者の数は非常に多いのが特

徴であり、約900～1000名の診療に携わっている。当院における３年間の研修

期間内に、指導医および認定医、糖尿病に関して指導力のある医師の指導を

受け、糖尿病学の臨床についての研鑽を積み、以下のことを履修することを

目標とする。当院での研修期間は糖尿病専門医の資格を取得する際の研修期

間として認められる。 

【個別目標】 

1 糖尿病の病型診断と治療法の選択の修得、糖尿病の細小血管症、大血管症合

併症の評価法と対処法の修得ならびに足病変の診断・治療法の修得  

2 インスリン注射指導や血糖自己測定指導および血糖コントロールのための

適切な治療法選択の修得 

3 各種インスリン製剤、インスリン注入器の特性、ＣＳIIについての知識の修

得  

4 無自覚性を含めた低血糖発作、シックデイ対策に対する知識の修得 

5 インスリン分泌不全ならびにインスリン抵抗性を理解した上での経口血糖

降下剤の治療法選択の修得 

6 神経学的所見の把握、神経学的検査の理解力を脳神経内科医師とのタイアッ

プにより修得 

7 循環器専門医、血管外科専門医の指導による大血管症の診断に必要な検査の

手技修得 

8 食事療法・運動療法の基本と運動処方の修得 

9 医師、看護師、栄養士、理学療法士、薬剤師、検査技師などによるチーム医

療の実践法の修得 

10 高脂血症の病型診断および治療法の修得  

11 肥満症の診断および治療法の修得  

12 臨床研究の基本的方法などの修得 

【取得手技】 

13 腹部エコー、頸動脈エコーの修得 

14 内分泌機能異常検査の安全な進め方と診断法、治療方針決定の修得 

15 各種負荷検査の理解と実践 

16 SMBG,スライディングスケールを用いた血糖コントロールの実施手技の修得 

17 胸部腹部X線・CT、MRI、(Ga)シンチグラフィーなどの読影能力の修得 

18 各種生理機能検査の理解と実践 



【研修方法】 

1 入院患者の主治医となる。常時受持患者約5～6名、年間約100名を担当する。  

2 週1回の外来を担当する。  

3 外来糖尿病教室で患者指導を分担する。  

4 入院糖尿病教室で患者指導を分担する。 

5 他科からの紹介患者に対して適切な助言を行う。 

6 術前、術後の血糖コントロールを行う。  

7 各種研究会や日本内科学会、日本糖尿病学会などへの演題発表、論文投稿を

する。  

8 糖尿病週間行事、各市町村で催される糖尿病教室や、鳥取県糖尿病協会の活

動に参加し、講演を行ったり、患者に対する食事指導や個別指導に当たる。

また、登山やウォークラリーなどのレクレーション活動を通じ、できるだけ

患者との接触を図る。 

9 保健所とタイアップして一般住民検診の尿糖陽性者に対しブドウ糖負荷試験

を施行し、適切な助言を与える。また、健診で耐糖能異常を疑われた対象者

に対しての精密検査を行う。  

[週間スケジュール] 

 週３回の外来の内、1～2 回を担当する。 

 週 1 回の健診業務を分担担当する。 

 週 1 回、入院患者の症例検討を行う。 

[月間スケジュール] 

  月 1 回のバイキング方式を取り入れた糖尿病教室を分担担当する。 

[年間スケジュール] 

 日本糖尿病学会、中四国糖尿病学会の学会発表を行う。 

 全国糖尿病週間行事の糖尿病講演会を分担担当する。 

 年間 1～2 編の論文作成を目標にする 

【指導医】 

徳盛 豊 ： 昭和 50 年卒業 (鳥取大学)、日本糖尿病学会糖尿病指導医、 

                日本糖尿病学会糖尿病認定医、日本内科学会認定内科医 

      日本医師会認定産業医、日本人間ドック学会認定指定医 

      鳥取大学医学部臨床教授 

宮本美香 ： 平成 9 年卒業（久留米大学）、日本糖尿病学会糖尿病専門医、 

  日本内科学会認定内科医 



呼吸器内科後期臨床研修プログラム 
 

【特徴】 
呼吸器疾患としては、肺癌は当然として、人口の高齢化に伴う慢性閉塞性肺疾

患、病原体の多様化が予想される呼吸器感染症、気管支喘息を代表とするアレル

ギー性肺疾患、アスベスト関連の職業性肺疾患など、今後も増加が予想される。

したがって,これらの多岐にわたる疾患の診断、治療が必要となる。また、急性期

呼吸管理から慢性期の患者管理、さらに、予防までといった幅広い対応を要求さ

れるのが呼吸器内科の特徴である。 
【研修目標】 
  内科医師としての診療能力を身につけるとともに、呼吸器学会専門医制度カリ

キュラムを踏まえ、呼吸器内科専門医としての知識と技術を修得する。 
【個別目標】 

1． 胸部 X 線写真や CT など画像診断ができる。 
2． 呼吸機能検査の内容を理解し、検査手技を修得する。 
3． 気管支鏡検査、CT ガイド下肺生検などの検査を指導医のもとで修練する。 
4． 胸腔穿刺、胸腔ドレーン挿入の手技を修得する。 
5． 呼吸状態に応じて NPPV を含めた人工呼吸器管理を行える。 
6． 呼吸器感染症診断のため、喀痰塗抹標本（グラム染色、チール・ニールセン

染色）を観察できる。 
7． 呼吸器感染症に対して適切な抗菌薬使用ができる。 
8． 肺癌、中皮腫など悪性疾患の診療、化学療法、緩和ケアを行う。 
9． 職業性呼吸器疾患に関しての健康診断、労災認定などの理解を深める。 
10． 内科系救急外来において、適切な救急疾患の診察ができる。 
11． 他科入院患者の呼吸器内科的な問題について、適切なマネージメントができ

る。 
12． 初期研修医の指導的立場で、教育能力の習得をめざす。 

【研修方法】 
〈１年目〉 

指導医とペアで入院患者の主治医となる。指導はマンツーマンでうける。 
急患対応、当直業務、健康診断など内科医師としての研修も同時に行う。 

 〈２年目〉 
  入院患者の主治医となり主体的に診療を行い、必要に応じて指導医の協力 

を得る。 
各種呼吸器検査、治療手技は確実に行えるよう修練する。 



＊ １、２年目の間に、希望者は３～６ヶ月の期間、消化器内科や循環器内科など

他の専門内科へのローテーション研修も可能である。 
〈３年目〉 
 呼吸器内科医師として自ら積極的に診療、研究を行う。 
＊ 学会発表、論文作成、誌上発表は研修期間を通じて積極的に行う。 

【週間スケジュール】 
  症例検討会：水曜日 
  気管支鏡検査：月曜日、木曜日 
  内科外来フィルム検討会：金曜日 
  外国文献抄読会・指導医講義：火曜日 
【年間スケジュール】 
  院内 CPC：3 回／年 
  院外呼吸器疾患研究会：3 回／年 
【指導医】 
  松本 行雄（1975 年卒） 日本呼吸器学会専門医、指導医 
              日本感染症学会専門医、指導医 
              日本内科学会認定医、指導医 
              日本医師会認定産業医 
              ICD（インフェクションコントロールドクター） 
  福谷 幸二（1985 年卒） 日本呼吸器学会専門医 
              日本内科学会認定医、指導医 
              日本職業・災害医学会労災補償指導医 
              日本医師会認定産業医 
              ICD 
  加藤 和宏（1995 年卒） 日本医師会認定産業医 
                 ICD 



神経内科後期臨床研修プログラム 

 

【目的と特徴】 

 山陰労災病院神経内科では、日本神経学会教育認定施設として、神経内科専門医教育に

積極的で、神経・筋疾患の診断、治療から在宅に向けての地域との連携などに力を注いで

いる。また、脳神経外科医と共に、脳卒中急性期治療も積極的に診療している。月2回程

度の当直があり、神経救急の現場も存分に経験できる。急性期脳卒中は、神経症候学、局

所診断力を培うには最も必要な疾患対象であり、神経内科専門医を目指す医師はもとより、

脳血管内科医を目指す医師も歓迎する。 

 

【診療分野】神経内科 

神経変性疾患（パーキンソン病関連疾患，アルツハイマー病，脊髄小脳変性症，筋萎縮性

側策硬化症），脳血管障害（脳梗塞，脳出血），神経免疫疾患（多発性硬化症，ギラン・

バレー症候群，重症筋無力症），脊髄障害，末梢神経障害，筋疾患，頭痛（片頭痛，緊張

型頭痛，群発頭痛）などの神経疾患および認知症性疾患，軽度認知障害，脳動脈硬化症な

どの老年疾患 

 

【一般目標】 

 日本内科学会認定医取得後（初期臨床研修2年＋教育病院または教育関連病院1年以上、

計 3 年以上）、日本神経学会入会 5 年後に受験資格を取得出来できる。広く豊富な経験を

積み、冷静で的確な判断、診療のできる優れた医師になることを目指す。 

 

【特徴ある診療内容】 

  １）診断から治療・予防まで 

  （１）問診及び神経学的診察技術の習得 

臨床医として必須の技術をトレーニングし習得することにより，自己流にならず

体系だった所見をとることができるようになる． 

  （２）診断や鑑別診断のプロセスの習得 

回診やカンファレンスを通して習得できる． 

  （３）治療・予防 

既存の治療法にだけとらわれるのではなく，患者さんの問題点を明らかにし,新た

な治療の選択肢を広げていくことができる．さらに，自分たちで評価法を検討し

たり，治療法を改善していき，その生かした経験から EBM を作っていくことがで

きる． 

  

２）特徴ある検査、治療手技を修得できる 

（１）神経救急疾患への対応 

（２）髄液穿刺検査 

（３）神経画像診断；頭部CT，頭部MR，脊髄MR 

（４）神経機能画像診断；脳血流シンチグラフィー，MIBG 心筋シンチグラフィー 

（５）血管画像診断；頚部超音波検査，頭頚部 3D-CTA，MRA，脳血管撮影 

（６）自律神経機能診断；起立負荷試験，発汗試験 

（７）神経内分泌機能検査；各種負荷試験 

（８）神経筋生理機能検査；脳波，筋電図，誘発筋電図 

（９）磁気刺激検査 



（１０）睡眠機能検査 

 

 研修到達目標は、平成１０年に日本神経学会卒後教育検討小委員会が作成した神経内科

卒後研修到達目標に準じたものである。 

 

【研修方法】 

  １年度：神経内科の入院患者の主治医となる。指導医とペアで診療に当たる。 

  ２年度：１年度に準ずる。 

 

神経内科研修表 

午前 午後  

8：00 8：15 14：00 15：00 16：00 

月 
脳外科 

XP ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

外来：病歴、検査 

   併診 

 
回診 

 

火 

 

外来   

リハビリカン

ファレンス 

（１回/３週）

水 
脳外科 

XP ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
外来 

病棟総回診 症例検討 
脳波判読会 

木  外来  回診  

金 

脳外科・脳

ドッグ 

XP ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

外来 

  神内外来 

XP ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

時間外救急：神経内科待機医として指導医と併診 

入院患者 ：指導医と併診 

振動病室 ：頸部エコー、神経生理学的検査 

 

年に1－2回，日本神経学会，日本内科学会等での学会症例報告，論文作成を目標とする， 

 

【指導医】 

林 永祥 (昭和５５年卒，神経内科部長) 
日本内科学会認定内科医，日本神経学会専門医 
 

楠見公義（平成 3 年卒，第二神経内科部長） 
日本内科学会認定内科医，日本神経学会専門医，日本老年医学会専門医， 
日本頭痛学会専門医 



腎臓内科後期臨床研修プログラム 
 
【腎臓内科の紹介】 
 腎臓内科は日本腎臓学会および日本透析医学会の認定施設として、原発性腎

疾患・二次性腎疾患の診断と治療を行うと同時に、末期腎不全の透析導入およ

び血液透析・腹膜透析の維持管理と合併症治療を行っています。 
 内科的腎疾患に関しては、年間 20～30 例の腎生検を施行し、ステロイド剤・

免疫抑制剤等による治療を行っています。また IgA 腎症に対する扁摘パルス療

法も積極的に行っています。更に CKD（慢性腎臓病）治療として腎不全進行抑

制の治療・研究も行っています。 
 腎不全治療としては 30 台の血液透析器を保有し、年間透析回数 12000 回以上

を確保。年間透析導入患者数 30～40 名、維持血液透析患者数 80 名・腹膜透析

患者数20～30名の管理を行うと共に、年間10名以上の急性腎不全患者の管理、

およびセンター病院としてサテライト施設からの透析患者合併症治療の受け入

れも積極的に行っています。 
 更にブラッドアクセス・ペリトネアルアクセス手術を年間 100 例以上施行し

ています。 
 
【研修の目標】 
 腎臓内科医として、原発性腎疾患・二次性腎疾患の診断と治療ができること。

また透析医として、急性腎不全・慢性腎不全の管理、透析導入・合併症管理、

およびブラッドアクセス・ペリトネアルアクセスができるようになること。 
 日本内科学会・地方会、日本腎臓学会・地方会、日本透析医学会・地方会へ

の参加と発表。 
 
【研修内容】 
１．腎生検手技の取得と腎病理所見の診断 
２．内科的腎疾患の血液検査・尿検査の診断と治療 
３．急性腎不全の管理 
４．末期腎不全の透析導入 
５．維持血液・腹膜透析管理 
６．ブラッドアクセスの手技の取得 

① シャント穿刺 
② 動脈穿刺 
③ 透析用血管カテーテル留置 
④ 前腕・上腕での動静脈内シャント作成術 



⑤ 前腕・上腕・大腿でのシャント用人工血管移植術 
７．ペリトネアルアクセスの手技の取得 
⑥ テンコフカテーテル留置術 
② テンコフカテーテル抜去術 

 
【週間スケジュール】 
 
    午前      午後 
 
月曜日  血液透析・腎外来     血液透析・腎外来 
 
火曜日  血液透析・腎生検・病棟カンファレンス  透析室カンファレンス 
 
水曜日  血液透析・腹膜透析     血液透析・手術 
 
木曜日  血液透析 
 
金曜日  血液透析・腹膜透析     血液透析・手術 
 
土曜日  血液透析 

 
【施設認定】 
 日本腎臓学会・日本透析医学会 
 
【指導医】 
 中岡明久（1983 年卒） 
   日本内科学会認定内科医・指導医 
   日本腎臓学会専門医・指導医 
   日本透析医学会専門医・指導医・評議員 
   中国腎不全研究会理事 



外科後期臨床研修プログラム                                

 

【当科の紹介】 

 当院は急性期治療を中心とした病院であり、外科もその一員として急性期医療を担っ

ている。現在、外科部長の谷田 理以下、鎌迫 陽、竹林正孝、若月俊郎、野坂仁愛、

豊田暢彦、徳安成郎の 7 名で、消化器外科を中心に乳腺甲状腺外科（内分泌外科）、お

よび一般外科の診療を行っている。平成 19 年の年間手術件数は 553 例で、うち全身麻

酔は 383 例、主な内訳は食道癌 3 例、胃癌 91 例、結腸癌 62 例、直腸癌 27 例、肝臓癌

17 例、胆膵悪性腫瘍 10 例、胆石 89 例、乳腺甲状腺 14 例、急性虫垂炎 34 例、鼠径ヘル

ニア 76 例、痔核 15 例その他であった。 

当科の外科手術の方針としては、治療成績の向上はもちろんであるが、術後の QOL を

重視した治療を行うことにある。その代表として近年王監督で注目をあびた腹腔鏡を用

いて低侵襲を追及する内視鏡下外科手術（平成 19 年は 101 例）があり、胆石症はもと

より胃癌や大腸癌に対して積極的に取り組んでおり年々症例が増加している。しかし、

その一方で根治性が得られる場合は、拡大手術も積極的に行っている。また、消化器癌、

乳癌を中心とした化学療法（抗癌剤治療）、終末期における緩和ケア、医療の効率化と

標準化をめざしたクリニカルパスおよび患者様の栄養状態をチームで考える栄養サポ

ートチーム（NST）などの各種チーム医療にも積極的に取り組んでいる。 

 

【研修目標】 

 初期臨床研修で学んだ知識、技術をもとにして、外科医として指導医的立場になれる

よう、外科疾患に対する考え方および標準的手術手技、処置の習得を主目標にしたい。

しかしながら、その前提として医師として人間としての患者をはじめ人とのコミュニケ

ーションがスムーズに図れるようになることも研修目標の一つである。 

 

【個別目標】 

各学年別の目標は以下の通りである。 

1 年目 

 外科医として医師としての心得を最重点課題とする。手術としては糸結びから始まり、

虫垂炎、ソケイヘルニア、胆嚢摘出術および消化管吻合までを確実に習得させる。また、

中心静脈カテーテル穿刺や胆嚢・胆管ドレナージなどの外科的処置の習得も行う。 

2 年目 

 前記項目が習得した上で、リンパ節郭清を伴う癌の手術、このうち乳癌、胃癌、大腸

癌手術を主として習得させる。 

3 年目 



 消化管手術の中でも難易度の高い食道癌、肝臓癌および膵臓癌手術を習得させる。 

 学会発表は年 3、4 回、論文は最低年 1 編を目標に責任もって指導する。現在、初期

研修は外科 2 ヶ月であるが、これまで全員が学会発表 1 回、論文 1 編をこなしている。 

 

【週間スケジュール】 

 手術日は月、水、金の週 3日で、緊急手術はこれに限らない。火、木は午前に外来実

習、午後は主として検査および処置を行う。また、毎朝 7 時 45 分より放射線科医師を

交えたカンファレンスを行い、術前症例検討や重症症例検討を行っている。 

 

【指導医】指導医は主に以下の 5名であたる。 

徳安成郎（H12 年鳥取大学卒） 

 日本外科学会専門医          

豊田暢彦（S62 年鳥取大学卒） 

 日本外科学会専門医、指導医     日本消化器外科学会専門医、指導医 

日本消化器病学会専門医       日本臨床腫瘍学会認定医 

 日本乳癌学会認定医         日本がん治療認定医機構認定医 

 日本臨床腫瘍学会暫定指導医 

野坂仁愛（S57 年鳥取大学卒） 

 日本外科学会専門医、指導医     日本消化器外科学会専門医、指導医 

日本消化器病学会専門医、指導医   日本大腸肛門病学会専門医、指導医 

若月俊郎（S57 年鳥取大学卒） 

 日本外科学会専門医、指導医     日本消化器外科学会専門医、指導医 

日本内視鏡外科学会専門医      日本大腸肛門病学会専門医 

日本がん治療認定医機構認定医    日本臨床腫瘍学会暫定指導医 

竹林正孝（S55 年鳥取大学卒） 

 日本外科学会専門医、指導医     日本消化器外科学会専門医、指導医 

日本内視鏡外科学会専門医      日本大腸肛門病学会専門医 

日本がん治療認定医機構認定医    日本乳癌学会認定医 

 

 

 

 

 

 

 



整形外科後期臨床研修プログラム 

【特徴と研修目標】 

 整形外科で取り扱う疾患群は非常に多岐にわたり、各分野での専門的知識と技術が必要

となってきており、当院では、大きく 3つの専門分野（関節整形外科、脊椎整形外科、ス

ポーツ整形外科）に分けて対応しています。関節整形外科では、変形性関節症、関節リウ

マチ、若年者・小児の関節疾患などを中心に骨切り術、人工関節置換術等を行っています。 

脊椎整形外科では脊椎変性疾患、末梢神経疾患、外傷などを中心に除圧、固定、形成術等

を行っており、スポーツ整形外科では膝半月、靱帯損傷などを中心に鏡視下手術を行いス

ポーツ障害に対応しています。外傷治療は整形外科治療の基本であるが、外傷・骨折治療

についても多く経験することができます。最近の年間総手術件数は、平成 17年度 747 件、

18年度 788 件、19年度 843 件で、これらの全ての分野を網羅しています。 

 また、骨量測定機器を用いて骨粗鬆症を中心とした代謝性骨疾患の診断・治療について

も、研修することができます。 

 後期研修 2（3）年間で、これらの症例を可能な限り網羅できるよう研修カリキュラムを

組んでいます。日本整形外科学会専門医を取得するための研修期間に充てることもできま

す。 

  

【個別目標】 

〈1年目〉 

（1） 外来患者診察・介助を通して、診察手技を習得 

（2） 外来処置・各種検査手技の習得 

（3） 入院患者主治医（各種外傷、骨折、末梢神経疾患など） 

（4） 各種手術の手術介助、小手術の術者 

〈2年目〉 

（1） 外来患者診察 

（2） 入院患者主治医（1年目の疾患に加え変形性関節症、関節リウマチ、各種腰椎疾患、

膝半月損傷など） 

（3） 指導医の援助下に、手術のプランニングを立てる。 

（4） 手術介助と指導医の援助下に比較的簡単な手術の施行 

〈3年目〉 

（1）外来患者診察 

（2） 入院患者主治医（変形性関節症、関節リウマチ、小児疾患、頸胸椎疾患、靱帯損

傷など） 

（3） 指導医の援助なしに、手術のプランニングを立てる。 

（4） 手術介助と各種手術の術者（全人工関節置換術、人工骨頭置換術、各種骨切り術、



腰椎椎間板ヘルニア摘出術などの腰椎疾患の手術の第一助手、部分的手術施行） 

 研修期間中、少なくとも年 1回以上は学会・研究会において研修成果を発表し、論文

を作成する。 

【研修方法】 

 日本整形外科学会整形外科専門研修カリキュラムに準じる。 

  【週間スケジュール】 

   手術日が火・木曜日であるため、月・水・金曜日の朝に症例検討会（術前・術後      

  カンファレンス）、午前中に回診、午後に各種検査を行っている。 

  【指導医】 

   関節整形外科、脊椎整形外科、スポーツ整形外科の各分野で、日本整形外科学会専門 

  医が担当する。 

  研修医の指導は主に以下の 3名が担当する。 

   山崎 大輔 （平成 7年 鳥取大学卒） 

   片江 祐二 （平成 8年 産業医科大学卒） 

   田中 秀敏 （平成 9年 産業医科大学卒） 

    

 

 



脳神経外科後期臨床研修プログラム      

【特徴】 

 日本脳神経外科学会の専門医指定訓練施設（A 項施設２３１）であり、専門医の受

験資格を得ることができる。当科の専門分野は、脳神経外科全般、脳腫瘍、脳血管障

害（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など）、血管内手術、水頭症、機能的脳神経外科、

脊髄腫瘍、頭部外傷などであり、年間２００例前後の手術を行っている。 

【一般目標】 

 後期研修の前半では、脳神経外科全般にわたる知識や手術手技の習得を行い、6 年

後に受験資格ができる日本脳神経外科学会専門医を取得するための基礎技術を身につ

け、後半では将来の専門分野を見据え、特殊専門分野である脳卒中の外科や、脳腫瘍

の外科、血行再建術、機能的脳神経外科の手術手技の習得し、さらに、日本脳神経血

管内治療学会専門医の取得を念頭に置いた脳血管内治療の習得も目標にしている。 

【個別目標】 

１．神経局在診断・検査診断学 

詳細な神経学的局在診断の後、必ず神経放射線学的診断または検査診断との対比

を行い、神経局在診断のみによる診断の合否を確認する習慣をつける。最終的に

は神経局在診断のみでおおよその診断がつけられ、また、適切な臨床検査や画像

検査をオーダーできる能力を習得する。 

２．神経放射線診断学 

 後期研修の前半では、指導医のマンツーマン指導の下に、臨床診断のための一般

X線撮影、CT、MRI の読影力を重点的に習得する。後半は、治療方針や手術術式決

定のための読影力を習得し、初期研修医に指導できる読影力を習得する。 

３．脳血管撮影 

  １年間は指導医の下に脳血管撮影を行い、一般的な脳血管撮影の手技と診断的影を

習得する。習熟度に応じて、他の後期研修医または初期研修医と脳血管撮影を行

う。最終的には単独で脳血管撮影ができ、初期研修医に脳血管撮影を指導できる

ようになる。脳神経外科手術や脳血管内治療のための読影法も習得する。 

４．その他の侵襲的検査、臨床診断、治療計画 

１年目は指導医とともに侵襲的検査（腰椎穿刺、脊髄造影、シャント造影）、臨

床診断、治療計画を行い、3 年目には単独でこれらの検査、臨床診断、治療計画

を行い、また、初期研修医に治療計画を指導できる能力を習得する。 

５．脳神経外科手術（原則として、担当する患者は全て手術に参加する） 

 １年目：穿頭術、定位的脳内血腫除去術、シャント手術、開頭（硬膜切開まで）・閉

頭術、頭蓋形成術、急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫の開頭血腫除去術を指

導医のもとで執刀する。手術の習熟度により、顕微鏡手術の第一助手を行う。 

 ２年目：脳内血腫の顕微鏡下血腫除去術を指導医の下で執刀する。動脈瘤クリッピン

グ術、開頭腫瘍摘出術、頭蓋底手術、血行再建術の第一助手を行う。手術の

習熟度（特に顕微鏡手術の介助の熟達度）に応じて、脳表の髄膜腫の摘出術

を指導医の下に行う。 



 ３年目：指導医の監視のもと、他の後期研修医または初期研修医と穿頭術、定位的脳

内血腫除去術、シャント手術、開頭・閉頭術、頭蓋形成術、急性硬膜外血腫・

急性硬膜下血腫の開頭血腫除去術を行う。手術の習熟度に応じて、前循環の

脳動脈瘤（中大脳動脈、内頸動脈、前大脳動脈）のクリッピング術、頸動脈

内膜剥離術、髄膜腫・神経膠腫の摘出術、経蝶形骨洞到達法による下垂体腺

腫摘出術を指導医の下に行う。顕微鏡手術の技術の上達が著しい研修医は、

指導医の監視の下に、比較的容易なクリッピング術を他の後期研修医と行う。 

６．脳血管内治療 

 １年目：指導医の指導の下に、マイクロカテーテルに慣れるため、髄膜腫・鼻出血に

対する塞栓術、薬剤の選択的動注、緊急血栓溶解術の第一助手を行う。 

 ２年目：マイクロカテーテルの扱いに一定の習熟度が得られれば、硬膜動静脈瘻の塞

栓術、ステント留置術の第一助手または第二助手を行う。 

 ３年目：血管内治療の熟達度に応じて、脳動脈瘤・脳動静脈奇形塞栓術の第一助手ま

たは第二助手を行う。指導医の監視のもと、髄膜腫・鼻出血に対する塞栓術、

薬剤の選択的動注、緊急血栓溶解術を他の後期研修医または初期研修医と行

う。 

【研修方法】 

１、１年目は指導医とともに術後管理を行う。２年目には単独で術後管理を行い、

初期研修医に術後管理の指導を行う。 

２、学会発表：脳神経外科関連学会（地方会を含む）で少なくとも年１回は発表を

行う。 

３、血管撮影や手術は、習熟度に応じて難易度を考慮する。 

４、入院患者の決定は、部長または指導医が習熟度に応じて決定し、救急診察を行

った患者が入院した場合には主治医となる。 

５、 時間外および休日は待機制で救急を受け入れているため、時間外の緊急検査や

手術の際には、随時、緊急呼び出しとなる。 

６、カンファレンスでは受け持ちの症例のプレゼンテーションを行う。 

７、週間スケジュール 

 症例カンファレンス：月、水、金 8〜9 aｍ、病棟回診：月〜金 ９〜10 aｍ 

 病棟業務：月〜金 午前、午後、 検査：火、木 午後；予定手術日：月、水、金 

【指導医】 

  田中 泰明   昭和４６年卒 日本脳神経外科学会・脳卒中学会専門医、産業医 

  沼田 秀治  昭和５７年卒 日本脳神経外科学会・脳卒中学会専門医、産業医 

  田邊 路晴  平成３年卒  日本脳神経外科学会・脳卒中学会専門医、産業医 



心臓血管外科後期研修プログラム 
  
【心臓血管外科の紹介、特徴】 
 当院は日本外科学会専門医修練指定施設、心臓血管外科専門医認定機構基幹

施設、日本胸部外科学会指定施設に認定されている。当科では労災病院として

の特色を生かし、冠動脈疾患、弁膜症、胸腹部大動脈疾患、末梢血管疾患など

の心臓血管外科疾患の他に、各種外傷、肺縦隔および胸膜疾患など広く胸部外

科的疾患も取り扱っている。最近の年間手術件数は 210 例前後で、冠動脈バイ

パス 30 例、後天性弁膜症 15 例、胸部大動脈疾患 15 例、腹部大動脈疾患 15 例、

末梢動脈疾患 30 例、下肢静脈瘤 30 例、ペースメーカー植え込み術 40 例などで

ある。 
【研修目標】  
 心臓血管外科のみならず、外科全般にわたる知識や手術手技の習得を行い、

心臓血管外科的疾患について診断し、治療方針を決めるための能力を身につけ

る。チーム医療を行うにあたっては、心臓血管外科医師として、患者はもとよ

り、コメディカルスタッフともコミュニケーションが良好に図れるようになる。

日本外科学会専門医を取得でき、引き続き心臓血管外科専門医の取得資格が取

れるようになる。 
【個別目標】  
 Ⅰ各種疾患の主治医となって 

1. 術前患者の病状を診察できるようになる。 
2. 術前患者の病態を把握できるようになる。 
3. 術前患者に対し、必要な検査を行い、手術適応を決定できる。 

経胸壁心エコー、末梢血管エコー、動-静脈造影検査、心臓カテーテル

検査、経食道心エコー 
4. 症例の適切な提示、問題の提起、討論が可能となる。 
5. 手術チームスタッフに必要な情報を連絡できる。 
6. 手術を開始する前の準備、処置について修得する。 
7. 心臓血管外科手術術式について習得し、とくに下記術式について、実施

できるようになる。   
ペースメーカー植え込みおよび電池交換、下肢静脈瘤手術、血管吻合（動

脈血栓摘除、末梢動脈バイパス）、経皮的動脈形成術（ステント留置）、

人工心肺装置の装脱着など 
8. 手術直後の患者について集中治療室へ入室してから退室までの管理方法

について理解、習得、実施できる。 
9. 術後管理チームスタッフに、適切な指示が出せるようになる。 
10. 各種呼吸、循環補助装置などについて理解し、施行および管理ができる。 

 人工呼吸器、IABP、ペースメーカーの管理、持続血液浄化装置 
PCPS などの管理 

11. 退院までの検査と治療が行える。 
12. 退院後の患者指導ができるようになる。 

 Ⅱ救急患者に対して 



1. 患者の病状を診察し、病態を把握できるようになる。 
2. 必要な検査を行うことができる 
3. 救急患者の疾患を診断し、その重症度について理解できるようになる。 
4. 必要な処置を行うことができる 
  動脈穿刺、中心静脈穿刺(CV カテーテル留置、ペーシングカテーテル

などの挿入、IVC フィルター留置)、気管切開、胸腔穿刺、胸腔ドレー

ン留置、心肺蘇生、心嚢ドレーン留置、心膜切開 
5. 救急患者のリスクを評価して、患者とスタッフの安全を確保できるよう

になる。 
【学習方略】 
    Ⅰ-1.2.3.4.6.7.10.11、Ⅱ-1.2.4   レクチャー 
  Ⅰ-1.3.6.7.8.10.11、Ⅱ-1.2.3.4   見学 
  Ⅰ-3.4、Ⅱ-4           DVD などの教材の利用 
  Ⅰ-7.10、Ⅱ-1.4          シミュレーション 
  Ⅰ-2.4.5.11.12、Ⅱ-1.1       ケースカンファレンス   
  全項目について実務研修(外来、病棟、救急外来、各種検査室など)を行う。 

研究発表 
   研修期間中は、少なくとも年 1 回以上、心臓血管外科関連学会(地方会を

含む)での学会研究発表と、論文作成を行う。   
  一般外科領域の修練 

希望により外科研修を一定期間行い、外科学会専門医取得に必要な症例

数を確保する。 
【評価】 
  担当指導医により、随時指導評価を行い、不足部分については補習を行う。 
【週間スケジュール】 

曜日  午前     午後 

月  心臓胸部大血管手術 

火  外来病棟回診  局麻手術 症例検討会 

水  外来病棟回診  心血管造影検査 (心臓胸部大血管手術) 

木  外来病棟回診  局麻手術 症例検討会 

金  外来病棟回診  手術 

【指導医名】 

 黒田弘明(S54 年卒) 

日本外科学会指導医、日本外科学会専門医、日本胸部外科学会指導医、 

心臓血管外科専門医～指導医 

小野公誉(H6 年卒) 

  日本外科学会専門医 

 

 



泌尿器科後期臨床研修プログラム 
 
【科の紹介、特徴】 
 山陰労災病院泌尿器科は、渡部信之、門脇浩幸医師の二人の常勤医師に加えて火曜日、

木曜日は鳥取大学泌尿器科よりの非常勤医師で診療を行なっている。 外来での新来患者は

その日のうちに診断をつけることを目標としている。入院では、脊髄損傷患者の尿路管理

を目的にした入院はわずかとなり、前立腺肥大症尿路結石などの手術を目的とした入院な

どに加え、悪性腫瘍の患者の割合がしだいに増加している。中でも前立腺癌は米国では最

も多い男性の癌であり、生活様式の欧米化にともない当科でも急激に増加している。 

外来患者数；一日30〜60人/日（平成１７年度） 入院患者数；8〜15人（平成１７年度）    

平均在院日数7.2日（平成１８年度4月〜8月） 

手術件数  年間389例（平成１７年） 

代表的な手術（年間手術件数） 

 経尿道的前立腺切除術（54） 経尿道的膀胱腫瘍切除術（54）  精巣(睾丸)摘出術（12） 

 腎摘出術（9）  膀胱全摘術（9） 前立腺全摘術（16） 体外衝撃波結石破砕術（93）  

 経尿道的尿路結石除去術（36） 

 山陰労災病院はその名のごとく労働災害に伴う疾病、事故などによる傷害の治療、予防

を行ない労働者の福祉の向上を主目的として設立された。現在では労災患者の比率は減少

し、労災病院も一般病院と同様となったが、新宮前院長をはじめとする諸先生方の長年の

努力により、全国の労災病院の中でも脊髄損傷患者の多い病院の一つとなっている。さら

に脳神経内科、脳神経外科の充実に伴い、泌尿器科でも神経因性膀胱、つまり神経傷害に

基づく膀胱の機能傷害の診断、治療の機会が多く、頻尿、尿失禁を主症状とする疾患の診

断、治療には自信をもってあたっている。 
 また近年、尿路・性器癌は前立腺癌を筆頭に急激に増加している。山陰労災病院泌尿器

科では新たに癌と診断される患者さんが一年間に 9０〜11０名あるが、そのほとんどの方

に癌の告知を行なうとともに積極的に手術を行なっている。癌告知をするということは患

者さんと医師や看護婦だけでなく家族との信頼関係も増し、そして、なによりも自分の望

む治療を受け、残された人生を有意義に過ごすということが大事なことだと考えている。 
【研修目標】 
 日本泌尿器科学会専門医制度の研修目標にそって、泌尿生殖器系の診療、内視鏡診断、

内視鏡、並びに外科的手術手技の全てを習得し、泌尿器科専門医にふさわしい能力を身に

つけることを目標とする。 
【個別目標、研修方法】 
1、 日本泌尿器科学会の専門医研修カリキュラムを全て習得するとともに、将来指導医と

なり得る十分な臨床経験を習得する。 



2、 泌尿器科的診断法や処置について理解する。尿道膀胱鏡をはじめとする内視鏡検査の

診断と技術的修練を実施する。 
3、 各種ブジーおよびカテーテルの使用法を正確に習得する。 
4、 次の泌尿器科的特殊造影法を習得する。 

（１） 胱造影法 
（２） 膀胱造影法 
（３） 逆行性腎盂造影法 
（４） 経尿道的腎盂内ステント留置術 

5、 次の泌尿器科的超音波検査法を習得する。 
（１） 腹部超音波検査法 
（２） 経直腸的超音波検査法 

6、 前立腺生検、腎生検および内視鏡下生検の適応を把握し、検査前後の患者管理ができ

るようにする。 
7、 尿、尿失禁、排尿困難、血尿、腰背部痛などの主訴で受診した患者の診察の進め方、

病態生理および治療法について習得する。 
8、 救急外来では、高度の血尿による膀胱タンポナーゼ、尿路性器外傷、精索捻転、尿路

結石、尿閉、尿路感染症、急性腎不全など緊急手術や救急治療を必要とする疾患に対し

て、積極的に診断と治療に参加し、十分対処できるようにする。 
9、 1 年目より指導医の下に入院患者を担当し、年間 100 名程度の入院患者を受け持つ。 
10、 2 年目からは、週 1〜2 回外来診療に従事し、泌尿器科疾患の経験を積む。 
11、 泌尿器科的手術の習得は日本泌尿器科学会の手術基準目標にそって行なう。 
12、 日本泌尿器科学会をはじめとする各学会および学会誌に症例報告や臨床研究の成果

を発表する。 
【週間スケジュール】 

 月 火 水 木 金 
午前 外来 

回診 
外来 
回診 
手術 

外来 
回診 

外来 
回診 
手術 

外来 
回診 

午後 外来 
検査 

手術 外来 
検査 

手術 外来 
検査 

 
【指導医】 
  渡部信之 昭和 55 年卒 日本泌尿器科学会指導医 
  門脇浩幸 昭和 61 年卒 日本泌尿器科学会指導医 



耳鼻咽喉科後期臨床研修プログラム 
 
【特徴】 
 地域の基幹病院の耳鼻咽喉科として、主に急性疾患を取り扱っている。めまい症例、

耳科疾患が多く、手術も積極的に行っている。聴覚障害に関しては、小児から成人ま

で治療、補聴器などに積極的に対応している。診療所、医院、鳥取大学耳鼻咽喉科と

の連携が確立されており、あらゆる疾患に対処し、研修が可能である。 
耳鼻咽喉科診療実績： 一日外来患者数50~60人、年間入院患者数450~500人、手術

件数260~320件、 
【到達目標】 
 頻度の高い耳鼻咽喉科疾患について診断および治療方針を立てることができ、各年

度の目標に掲げた疾患は自ら治療できる。専門医を希望する場合には日本耳鼻咽喉科

学会に入会し、専門医試験を受験する（卒後６年目）。研修を通じ、常に患者側から医

療を考え、疾患治療のみならず心を持った人間を治療して行くという観点から医療を

実践する。 
【個別目標】 
１年度 
（外来） 
基本的外来診察の習得：平衡機能検査の実際と理解、各種聴力検査の実際と理解、各

種疾患のレントゲン・ＣＴ・ＭＲＩの読影、外来顕微鏡の操作の習得、外来内視鏡検

査。 
次の疾患の診断と治療：鼻アレルギー、滲出性中耳炎、急性中耳炎、大唾液腺炎、突

発性難聴、メニエル病、急性慢性副鼻腔炎保存治療、めまいの診断と治療、急性扁桃

炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、各種診断書の記載法 
（入院治療） 
各種扁桃疾患、突発性難聴、顔面神経麻痺（保存治療）、めまい、急性喉頭蓋炎 
軽症顔面骨折（鼻骨骨折等）肥厚性鼻炎、難治性中耳炎、滲出性中耳炎など 
（手術手技の習得） 
口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術、扁桃周囲膿瘍切開術、下甲介切除術、舌小帯延

長術、鼓膜切開術、口唇粘液嚢胞摘出、非観血的鼻骨整復術など 
２年度 
（外来） 
次の疾患の診断と治療：声帯ポリープ、唾石、初期喉頭癌、悪性リンパ腫、顔面神経

麻痺反回神経麻痺、病巣扁桃、小児難聴・幼児難聴、睡眠時無呼吸、鼻出血、気管疾

患、上顎洞穿刺洗浄など 
（入院治療） 
１年度疾患に加え、声帯ポリープ、唾石、頭頸部疾患、副鼻腔炎、術後管理など 



（手術手技の習得） 
鼓膜チュービング、表在性唾石摘出、粘膜下下甲介切除術、鼻中隔矯正術、先天性耳

瘻孔摘出術、顎下腺摘出術、直達鏡下声帯ポリープ切除術、ガマ腫手術など 
３年度 
（外来） 
頭頸部腫瘍の診断、再来患者を独立して診察できる。指導医の下に新患患者の診察が

できる。 
（入院治療） 
耳鼻咽喉科領域疾患の主治医、初期臨床研修医の相談ができる、 
（手術手技の習得） 
鼓膜形成術、先天性頸部嚢胞摘出、頭頸部領域良性腫瘍術、副鼻腔嚢胞手術、上顎・

篩骨洞根本術、前頭洞根本術、気管切開術、耳下腺浅葉切除術、食道直達鏡検査、耳

鼻咽喉科レーザー治療、次の疾患の介助（顔面神経減荷術、鼓室形成術、喉頭全摘術）

など 
 
【週間スケジュール】 
外来診療：月〜金曜日 
手術：月、水、金曜日 
補聴器外来、めまい外来：火曜日、木曜日 
 
【学会発表】 
日本耳鼻咽喉科学会総会、日本耳鼻咽喉科学会鳥取県地方部会、日本耳鼻咽喉科学会

中国地方会、日本耳鼻咽喉科学会中四国連合学会、日本耳科学会、日本聴覚医学会、

その他各種研修会などに出席し、演題発表・研修を行う。学会発表をもとに１年に１

編以上の論文を専門誌に投稿する。 
・関連他病院研修 
鳥取大学耳鼻咽喉科で開催される研究会、症例検討会、手術見学に参加する。 
 
【指導医】 
杉原三郎；昭和５１年卒（鳥取大学）、日本耳鼻咽喉科学会専門医、補聴器相談医、 
     騒音性難聴担当医、日本医師会認定産業医、労災補償指導医  
門脇敬一：昭和５６年卒（鳥取大学）、日本耳鼻咽喉科学会専門医、補聴器相談医 
     騒音性難聴担当医、日本医師会認定産業医 



放射線科後期臨床研修プログラム 

 

【当科の特徴】 

放射線医学は大きく画像診断学（IVR含む）、核医学、放射線治療学からなるが、当院

では主として画像診断学および核医学を中心に研修を行ない、放射線科医として必要

な幅広い知識と技術の習得およびIVRの患者管理能力の獲得を目標とする。特にIVRは

最新のIVR-CTシステムを用いて血管系・非血管系IVRの多岐にわたって修練することが

可能である。平成19年度のIVR治療実績は動脈塞栓術121件、ドレナージ39件、ステン

ト留置47件、リザーバー留置49件、血管拡張術26件、ラジオ波凝固療法24件、針生検

16件である。また、平成20年5月からは心臓血管外科と連携し、大動脈瘤に対するステ

ントグラフトによる治療を開始し、良好な治療成績が得られている。 

画像診断は一般撮影以外は画像サーバーに保管され、画像ビューアーによる診断とレ

ポーティングシステムによる読影レポートの作成を行っている。2009年には電子カル

テシステムとのリンクによるフィルムレス化の予定である。そのほか、2007年には多

列CTとRI装置（ガンマカメラ）の複合機(SPECT/CT)も山陰で初めて導入され、精度の

高い核医学画像診断が可能となった。また、転移性骨腫瘍による疼痛緩和のためスト

ロンチウム治療を平成20年4月より導入し、現在、鳥取県にて唯一の治療可能施設とな

っている。 

【研修目標】 

日本医学放射線学会の定める専門医を習得するために必要な画像診断の知識と技術を

習得する。IVRについては基礎的な手技について術者となって行なうことができる知識

と技術を習得する。 

 

【個別目標および研修方法】 

1)検査の適応と検査法の選択、放射線被曝と防護、各検査での禁忌項目および合併症、

造影剤使用の意義と副作用に対する処置など放射線医学に必要な基礎的な知識を理

解し実践できる。 

2)各画像における正常像を理解し、異常像を識別し指摘できる。 

3)IVRの手技を理解し実践できる。また合併症についても対応できる知識と技術を習得

するとともにIVR治療に関する患者管理について研修する。希望者については、特別

なIVR については鳥取大学医学部放射線科へ赴き指導をうける。 

4)放射線学会およびIVR学会の地方会や各種研究会に参加するとともに、症例報告など

の発表を積極的に行なう。 

5)放射線科専門医1次試験の合格を目指す。 

年次別目標としては、 

1年目：CT、MRIでの正常像習得とレポート作成の基礎を習得する。IVRの基本的手技を

習得し、適切な介助が行える。ルーチン検査としての超音波検査が行える。 



2年目：CT、MRI、RI検査について各臨床科に対して有用なレポートが作成でき、次の

診療にコメントできる能力を養う。IVRに使用するデバイスの知識を深め、正し

い選択と安全な使用法について理解する。正常所見、異常所見について見極め

る能力を養い、次に行うべき治療、IVRについて判断できるとともに、基礎的な

IVR手技に関しては自分が主導して施行できる。 

3年目：放射線科専門医（1次）取得。検査・IVRを主導して行い、下級医師およびコメ

ディカルの指導を行うことができる。 

 

 

【週間スケジュール】 

 月 火 水 木 金 

午前 画像診断 画像診断 画像診断 画像診断 画像診断 

午後 IVR・画像診断 IVR・画像診断 IVR・画像診断 IVR・画像診断 IVR・画像診断

その他 外科カンファ

レンス 

外科カンファ

レンス・消化器

内科カンファ

レンス 

 外科カンファ

レンス・消化器

内科カンファ

レンス 

 

 

【指導医】 

井隼孝司（放射線科部長）（鳥取大 S59年卒） 

学会資格：日本医学放射線学会専門医、日本核医学会専門医、日本IVR学会専門医、日

本がん治療医認定機構暫定教育医 

 

 



麻酔科後期臨床研修プログラム  
 

【麻酔科の紹介】 

 当院は４名の麻酔科医が常勤する麻酔科認定病院である。心臓の手術を含めた

各種の手術が行われており、年間の全手術件数は約 2600 件程度で、その内で麻

酔科の関与する症例が約 2000 件弱である。 

多くの麻酔症例を経験できるが、一般的に研修医は強いストレスにさらされて

いるため、我々指導医は研修医の心の内を理解し、指導するように心がけている。 

 

【研修目標】 

 臨床麻酔一般に精通し、各科各種手術の麻酔に対応できるようにする。さらに、

他科と協力しながら集中治療室などで術後管理能力も習得する。 

医師は自由標榜制度のもと何科でも標榜できるが、麻酔科だけは科名を標榜す

るのに厚生労働省が認定する「麻酔科標榜医」の資格が必要である。当院で２年

間研修を行うと、自動的にこれを申請する資格が得られる。さらにその後、日本

麻酔科学会が認定する「麻酔科認定医」の取得を目標とする。 

 

【個別目標】 

基本的には日本麻酔科学会の定めた麻酔科医教育ガイドラインに沿った研修

を行っていく。ただし、当院には小児科、産科、婦人科がないため、これらの症

例については、院外での研修が必要だと考えている。具体的な研修施設、研修形

態については本人の希望も考慮して検討する。 

 初期は当院のスタッフの指導のもとに基本的な麻酔方法を習得する。スタッフ

とともに、麻酔の術前診察、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、伝達麻酔、術後

回診などを行う。硬膜外麻酔は初期のうちは腰部のみとし、習熟に伴い胸部の硬

麻も実施する。研修が進むにつれ、心臓血管外科手術や呼吸器外科手術などの特

殊な麻酔も行う。研修の２年間で、自分で麻酔法を計画し各種のトラブルに迅速

に対処できるようにする。 

 年１回は必ず日本麻酔学会に出席し、興味ある症例があった場合は症例報告を

行なう。 

 

【週間スケジュール】 

 月曜日から金曜日の毎日午前 8:00 から 8:15 にかけて勉強会を行っている。指

導医も課題を発表するが、研修医も指導医が示した課題か自分が興味のある課題

を５分間程度で発表する。その後 8:15 から 8:30 にかけて当日の症例の術前カン



ファレンスを行ない、前日の症例で問題のあったものがあればこの時間に報告し

検討している。毎日麻酔は 8:30 から行われ、17:00 を過ぎた場合は時間外とし

ての扱いになる。 

 術前診察は、毎日の午後２時以降ないし麻酔科外来のある月、水、金の午前中

に行う。 

当院は地域医療支援病院の指定を受けており、救急患者を積極的に受け入れて

いる。研修医は主には手術室で麻酔を行うが、救急患者が搬入された場合、本人

の希望があれば、そこでの研修も考慮する。 

 

【指導医】 

倉敷俊夫     昭和５８年 鳥取大学医学部卒業。日本麻酔科学会専門医。 

内藤 威     昭和６１年 鳥取大学医学部卒業。日本麻酔科学会専門医。 

上田真由美    平成 ６年 鳥取大学医学部卒業。日本麻酔科学会専門医。 
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