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Ⅹ.選択科目と研修プログラム 

 

 選択科目１、 内 科  

1) 概略  

 本プログラムは必須科目としての内科研修を終え、さらに消化器内科、 

腎臓内科、腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、感染症学、内分泌・代謝学、 

及び膠原病学などを研修期間に応じてより深く研修する場合のプログラムである。  

2) 内容と方法  

研修内容  

 ①  専門分野として、消化器疾患、内分泌・代謝疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患の 

    知識と特殊検査手技等の習得と治療の実際を行う。  

②  救急患者に対する重症度判定、緊急検査法、緊急処置の技術及び重症患者の 

集中治療管理を修得する。  

③ 研修期間に応じて，内科診療における基本的な知識と技術を学ぶとともに、 

腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、感染症、内分泌・代謝学、膠原病 

学における基礎的な知識と技術を修得する。  

入院診療では指導医のもとで（副）主治医として 4～5 人の入院患者を受け持 

つ。また、必要に応じて指導医とともに当直業務を経験する。  

外来診療は週２～３回程度従事する。主として、病歴の聴取、検査オーダー、 

外来検査を実施する。指導医の指導のもとに救急外来診療を経験する。経験 

した症例の学会発表、論文作成を行う。  

研修方法  

①  指導医の元で、５人前後の入院患者を副主治医として担当し、入院から退院 

までに必要なあらゆる事項（検査方針、鑑別診断、インフォームド・コンセ 

ント、治療方針の決定、退院後方針決定など）を指導医の管理・指導のもと 

に立案・施行する。  

② 患者・家族との良好な信頼関係確立のための自己研磨の重要性を認識し、 

  チーム医療の中心となって患者に適した医療の実践をはかる。  

③ 外来診療における適切な医療面接技能の修得とともに、内科疾患の初期治療、 

救急治療及び診断計画の立案を学ぶ。  

④ 研究グループから専門的な教育を受け、疾患・病態の詳細な理解と根拠に基 

づく医療の進め方を身に付ける。  

3)到達目標  

Ⅰ. 一般目標  

① 社会・医療のニーズに対応できる高度な内科診療能力を修得するために内科 

全般とともに特に消化器疾患，血液疾患，腎疾患などの、より専門的な診療 

知識および技能を学ぶ。  

② 急速な臨床医学の進歩と社会のニーズに対応できる医療人になるために、最 

低限必要な腫瘍内科学、呼吸器病学、アレルギー学、および感染症学におけ 

る診断、治療についての知識と実際の手技を修得する。  

Ⅱ. 具体的目標  

１．消化管・胆・膵 

・消化器疾患の病歴・理学所見の取ることができる。  

・腹部単純 X線検査・消化管造影検査の読影ができる。  

・消化管造影検査ができる。  

・消化管内視鏡検査の前処置・読影ができる。  

・消化管内視鏡検査ができる。  
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・内視鏡的逆行性胆管膵管造影法、経皮経肝胆造影法、低緊張性十二指腸造影 

法等の前処置・読影ができる。  

・腹部 CT,MRI 検査の読影ができる。  

・急性腹症の診断・治療・外科適応の判断ができる。  

・輸液および IVH・経腸栄養の実施と管理ができる。  

・イレウス管の挿入と管理ができる。  

・消化管出血に対する診断治療ができる。  

・上部消化管疾患に対する診断治療ができる。  

・大腸疾患に対する診断治療ができる。  

・胆道疾患に対する診断治療ができる。  

・膵疾患に対する診断治療ができる。  

・消化器用剤を適切に使用できる。  

２.肝臓  

・肝疾患の病歴・理学所見を取ることができる。  

・肝機能検査，ウィルス学的検査を評価できる。  

・腹部超音波検査，ＣＴ，ＭＲＩ，核医学，腹部血管造影の読影ができる。  

・腹部超音波検査ができる。  

・腹水穿刺採取ができる。  

・肝性脳症の診断・管理・治療ができる。  

・難治性腹水の管理・治療ができる。  

・慢性肝疾患の管理・治療ができる。  

・肝腫瘍の診断・治療ができる。  

・一般的肝庇護療法ができる。  

３．血液  

・血液疾患の病歴・理学所見を取ることができる。  

・血球算定，出血凝固検査、血液免疫学的検査，輸血関連検査、表面マーカー 

による細胞解析、染色体検査を評価できる。  

・骨髄穿刺ができ，評価ができる。  

・貧血の診断・治療ができる。  

・出血・凝固異常の診断治療ができる。  

・造血器悪性腫瘍の診断治療ができる。  

４．腎臓 

・腎疾患の病歴・理学所見を取ることができる。 

・腎機能検査，尿検査の評価ができる。 

・腎生検ができ，生検所見を評価できる。 

・腎炎・ネフローゼの診断治療ができる。 

・血液透析・腹膜透析の管理・評価ができる。 

５．腫瘍内科学  

・正常細胞の増殖・分化のメカニズムを理解し、腫瘍細胞の発生、増殖、浸潤、 

転移のメカニズムの説明  

・担がん患者に特有な病歴、理学的所見の理解  

・がん診療における informed consent の概要を理解し、説明と同意の手順の修 

得  

・がん診療における臨床試験の概要を理解し、その方法論の修得  

・次に挙げる腫瘍の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．腫瘍マーカー  

B．X 線検査（単純撮影、断層撮影、CT）  
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C．MRI  

D．核医学的検査  

E．超音波検査（胸部、腹部）  

F．内視鏡検査 

ⅰ．上部消化管内視鏡検査  

ⅱ．気管支鏡検査  

ⅲ．胸腔鏡検査  

・次に挙げる腫瘍の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

A．がん化学療法  

ⅰ．単剤化学療法  

ⅱ．併用化学療法  

ⅲ．局所化学療法  

ⅳ．大量化学療法  

ⅴ．ネオアジュバント化学療法  

B．がん内分泌療法  

C．放射線療法  

D．集学的治療  

E．支持療法  

ⅰ．抗がん剤による有害反応対策（末梢血幹細胞移植を含む）  

ⅱ．がん性疼痛対策  

ⅲ．栄養対策  

F．サイコオンコロジー  

G．終末期医療  

６.呼吸器病学  

・正常の呼吸器系の形態および機能、呼吸器疾患におけるそれらの変化を理解 

できる。 

・呼吸器疾患に特有な病歴、理学的所見が理解できる。  

・次に挙げる呼吸器疾患の診断に必要な検査の知識と基本的手技を修得する。  

A．肺機能検査  

ⅰ．スパイログラム、フローボリウムカーブ  

ⅱ．肺気量分画  

ⅲ．コンプライアンス  

ⅳ．肺拡散能  

ⅴ．気道抵抗、肺抵抗、呼吸抵抗  

B．血液ガス分析  

C．経皮的酸素飽和度  

D．睡眠時呼吸モニター  

ⅰ．簡易モニター  

ⅱ．ポリソムノグラフィー  

E．運動負荷試験  

F．X 線検査（胸部単純撮影、胸部断層撮影、胸部 CT）  

G．MRI  

H．核医学的検査（換気シンチ、血流シンチ、Ga シンチ）  

I．内視鏡検査  

ⅰ．気管支鏡検査  

ⅱ．気管支肺胞洗浄液検査  

ⅲ．胸腔鏡検査   
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J．生検  

ⅰ．経気管支肺生検  

ⅱ．経皮肺針生検  

ⅲ．胸膜生検  

K．喀痰検査  

ⅰ．細菌・抗酸菌顕微鏡検査  

ⅱ．細菌・抗酸菌培養同定検査  

ⅲ．細菌・抗酸菌薬剤感受性検査  

ⅳ．抗酸菌核酸（増幅）同定検査  

ⅴ．細胞診  

L．病理学的検査  

     ・次に挙げる呼吸器疾患の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

       A．肺がん化学療法  

       B．肺感染症化学療法  

       C．酸素療法  

        ⅰ．鼻カヌラ、マスク  

        ⅱ．在宅酸素療法  

       D．胸腔ドレナージ  

       E．胸膜癒着術  

       F．人工呼吸管理  

        ⅰ．IPPV  

        ⅱ．NIPPV  

        ⅲ．在宅人工呼吸  

       G．吸入療法  

       H．肺理学療法  

       I．禁煙プログラム  

７．感染症学  

      ・生体の感染防御メカニズムを理解し、感染症成立のメカニズムが説明できる。  

・菌交代現象・菌交代症の概要と、その対策が説明できる。  

・日和見感染症の概要と、その治療法が説明できる。  

・敗血症、SIRS の概要が説明できる。  

・再興感染症としての結核症の概要と、その治療法が説明できる。  

・院内感染の概要と、その対策について説明できる。  

・感染症に特有な病歴、理学的所見が理解できる。  

・次に挙げる感染症の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．検体採取  

ⅰ．誘発喀痰法  

ⅱ．経気管吸引法  

ⅲ．気管支鏡による気管支洗浄  

ⅳ．胃液  

B．細菌検査（結核菌を含む）  

ⅰ．塗沫・顕微鏡検査  

ⅱ．培養・同定検査  

ⅲ．薬剤感受性検査  

C．抗原検出  

ⅰ．咽頭ぬぐい液：インフルエンザウイルス、溶連菌  

ⅱ．尿：レジオネラ、肺炎球菌、インフルエンザ菌  
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ⅲ．血清：カンジダ、クリプトコッカス、アスペルギルス  

ⅳ．血液：サイトメガロウイルス  

D．血清抗体価（ウィルス、マイコプラズマ、クラミジア、アスペルギルス 

など）  

E．遺伝子診断（結核菌、非定型抗酸菌）  

F．補助的血清検査（β-D-グルカン、エンドトキシン、HIV 抗体、寒冷凝集 

反応）  

G．ツ反  

H．X 線検査（単純撮影、CT）  

I．超音波検査（胸部、腹部）  

・次に挙げる感染症の治療に必要な知識と基本的手技の修得  

A．抗生物質  

ⅰ．経口投与（長期マクロライド療法を含む）  

ⅱ．経静脈投与  

ⅲ．局所投与  

ⅳ．ネブライザー投与  

B．抗ウィルス剤  

C．抗真菌剤  

ⅰ．経口投与  

ⅱ．経静脈投与  

ⅲ．局所投与  

D．抗結核剤  

８．アレルギー学 

・体の免疫応答の概要を理解し、アレルギー疾患を免疫応答の異常として説明 

 ができる。  

・アレルギー疾患に特有な病歴、理学的所見を理解できる。 

・次に挙げるアレルギー疾患の診断に必要な検査の知識と基本的手技の修得  

A．皮膚反応  

ⅰ．プリックテスト  

ⅱ．皮内反応  

B．アレルギー吸入誘発試験  

                ⅰ．ドシメーター法  

ⅱ．アストグラフ法  

C．アセチルコリン（メサコリン）吸入試験  

ⅰ．ドシメーター法  

ⅱ．アストグラフ法  

D．末梢血および喀痰中好酸球  

E．IgE（血清総 IgE、特異的 IgE）  

F．白血球ヒスタミン遊離試験  

G．ゲル内沈降反応  

H．T 細胞・B細胞百分率、T細胞サブセット  

ⅰ．末梢血  

ⅱ．気管支肺胞洗浄液  

I.リンパ球幼若化試験  

J．マクロファージ遊走阻止試験  

K．ピークフローモニタリング  

・次に挙げるアレルギー疾患の治療に必要な知識と基本的手技の修得  
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A．アレルゲンの回避  

B．抗アレルギー剤（吸入、点鼻、点眼、内服）  

C．抗ヒスタミン剤（内服、注射）  

D．β2刺激剤（吸入、点鼻、点眼、内服、注射）  

E．テオフィリン製剤（内服、注射）  

F．ステロイド（吸入、内服、注射、外用）  

９．その他 

・各疾患に対する食事指導ができる。  

・各疾患において日常生活の注意事項を説明できる。  

  １０. 代謝性疾患 

      (a) 糖尿病 

（1）以下の手技・診断ができる。 

         ・糖尿病の診断基準及び病型分類を理解し、その臨床応用ができる。 

         ・糖尿病の診断に必要な検査を行い、診断ができる。 

         ・重症度（耐糖能異常から糖尿病性昏睡にいたるまで）の診断ができる。 

・合併症の有無とその進行度の診断（眼底検査の基礎的手技を含む） 

（2）以下の治療ができる 

         ・状態や社会的背景を理解し、個々の患者に適した治療目標の設定 

         ・食事療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

         ・運動療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・血糖降下剤作用の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・インスリン療法の理論と知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・糖尿病合併症と治療の知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

     ・糖尿病性昏睡患者治療の知識を修得し、臨床に応用して患者を救命 

     ・糖尿病妊婦の管理を修得・実施しその効果の評価 

     ・低血糖と治療の知識を修得し、臨床に応用しその効果の評価 

(3)以下の患者指導・教育ができる 

     ・個人および集団指導を体験し、カリキュラムを作り、実施評価 

・食品交換表の利用方法の指導、運動処方の作成、インスリン自己注射および 

血糖自己測定の指導 

      (b)高脂血症 

（1）以下の事を理解し説明できる 

     ・脂質の種類と役割の理解 

     ・血清脂質の正常値と高脂血症の病型分類について 

     ・日本動脈硬化学会勧告による診断及び治療基準の理解 

（2）以下の事を理解し実施できる 

     ・食事療法の重要性を理解し、患者指導の実施 

   １１.内分泌疾患 

     (a)甲状腺疾患 

（1）以下の事を理解し説明または実施できる。 

     ・視床下部―下垂体―甲状腺系および甲状腺ホルモンの代謝について 

・甲状腺中毒症、甲状腺機能低下症、結節性甲状腺腫をきたす疾患を分類し、 

個々の疾患について説明し、鑑別診断ができる。 

     ・甲状腺触診法に精通する。 

（2）下記の検査を指示し、結果を解釈できる。 

     ・甲状腺ホルモンおよび関連蛋白（T4、T3、リバース T3、フリーT4 等） 

     ・RH テスト、T3 抑制テスト 
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     ・123I または 99mTcO4-甲状腺摂取率 

     ・甲状腺自己抗体（抗サイログロブリン抗体、TSH 受容体抗体等） 

     ・甲状腺画像診断（頚部軟線撮影、シンチグラム、甲状腺エコー等） 

     ・甲状腺穿刺吸引細胞診 

(3) 以下の病態に対して適応・副作用を理解して治療できる 

     ・甲状腺機能亢進症 

     ・甲状腺クリーゼ 

     ・甲状腺機能低下症 

     ・甲状腺疾患と妊娠・分娩 

    (b)二次性高血圧 

(1) 以下の病態の病歴・身体所見を適格にとらえることができる 

     ・腎血管性高血圧 

     ・原発性アルドステロン症 

     ・クッシング症候群 

     ・褐色細胞腫 

     ・末端肥大症 

(2) 下記の検査を指示し、結果を解釈できる 

 ・レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系および負荷試験 

  （アルドステロン日内リズム、レニン刺激試験等） 

 ・画像診断（CT、エコー等） 

 ・静脈血サンプリング（アルドステロン等） 

   １２.膠原病 

       （1）免疫・膠原病に関する以下の事項を理解し説明できる。 

     ・免疫学の基本的事項の理解 

     ・膠原病に特有な病歴および身体的所見をとることができる。 

     ・膠原病及びその周辺ないし類縁疾患の診断と治療の必要な知識の修得 

     ・膠原病は障害が多臓器に及ぶことを理解し、その所見をとるとこができる。 

     ・各々の疾患の診断基準に精通する。 

       （2）膠原病を疑ったときの以下の検査法について理解し、解釈できる。 

     ・一般検査；血液一般（白血球分類も）、検尿、炎症関連検査等 

     ・免疫グロブリン、補体（C3、C4、CH-50）、免疫複合体 

     ・抗核抗体（LE 細胞、抗 DNA 抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体等） 

     ・リウマチ因子、抗カルジオリピン抗体、ループスアンチコアグラント等 

     ・腎生検 

     ・画像診断（腎・関節 X-P、胸部 X-P、腹部エコー、CT 等） 

     ・一般的呼吸機能検査 

     ・外分泌腺機能検査 

     ・サイトカイン 

        (3) 以下の治療法につき理解し説明できる 

     ・NSAIDs の種類と副作用 

     ・免疫調節剤の種類と副作用 

     ・副腎皮質ホルモン療法（パルス療法を含む）と副作用およびその対策 

     ・免疫抑制剤の適応と治療法とその副作用 

     ・血漿交換療法の適応 

     ・厚生省特定疾患研究班の治療プロトコールの理解 
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内科（山陰労災病院）研修形態 

 1）週間予定  

 

  午 前 午 後 ５時以降

病棟  病棟業務  病棟業務  

月 
外来  

内視鏡・気管支鏡・Ｘ線検

査 、腹部エコー 

急患対応（一般内科疾患）

透析 

急患対応（一般内科疾患）  

 

病棟  

7:00 からカンファレンス 

（肝、消化器、胆、膵） 

 病棟業務  

病棟業務  

火 

外来  
糖尿病外来・内視鏡検査 

急患対応（一般内科疾患）

ドック健診・透析 

 急患対応（一般内科疾患） 

内 視 鏡 フ イ ル ム 検 討 会 

（肝・消化器・胆膵）  

 

病棟  病棟業務 病棟業務  

水 

外来  
内視鏡・Ｘ線検査、 

腹部エコー  

ＣＡＰＤ・ドック健診 

 

  

病棟  

7:00 からカンファレンス 

（肝、消化器、胆、膵） 

病棟業務  

病棟業務  
木 

外来  Ｘ線検査・腹腔鏡検査 ドック健診・透析  

 

病棟  病棟業務  病棟業務  

金 
外来  

糖尿病外来・内視鏡検査 

急患対応（一般内科疾患）

ＣＡＰＤ・ドック健診 

急患対応（一般内科疾患）  

画像読影：消化器／呼吸器 

（レントゲン写真・ＣＴ・Ｍ

ＲＩ） Ｘ線フイルム症例検

討会  

抄読会 

  

  専門外来について 月曜日〜金曜日：呼吸器外来、糖尿病外来、消化器外来 

           月曜日、水曜日：肝臓外来 

    

２） 卒後教育プログラム  

ａ）研修開始 1 週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来システム、研 

究診療グループ、院内施設の利用法、諸規則、文献・カルテの検索法の説明を受け  

る。  

ｂ）毎週金曜日の症例検討会、抄読会があり、研修医は必ず参加する。  

ｃ）グループ別入・退院カンファレンス(血液、腎臓、肝臓、消化管)に可能な限り参加 

  する。 
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３） 指導体制（山陰労災病院） 

 

指導責任者 副院長 古城 治彦 （認定医・専門医） 

指導医責任者 内科部長（兼） 古城 治彦 （認定医・専門医） 

指導医 感染症内科部長 松本 行雄 （認定医・専門医） 

 糖尿病・代謝内科部長 徳盛 豊 （認定医・専門医） 

 糖尿病・代謝内科副部長 宮本 美香 （認定医・専門医） 

 消化器内科部長 岸本 幸廣 （認定医・専門医） 

 第二消化器内科部長 謝花 典子 （認定医・専門医） 

 第三消化器内科部長 西向 栄治 （認定医・専門医） 

 第四消化器内科部長 神戸貴雅 （認定医・専門医） 

 消化器科副部長 向山智之  

 腎代謝内科部長 中岡 明久 （認定医・専門医） 

 呼吸器内科部長 福谷 幸二 （認定医・専門医） 

 第二呼吸器内科部長 加藤 和宏  
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内科（米子医療センター） 研修形態（循環器病学を含む）  

１）週間予定 

 

 午前 午後 
カンファ 

レンス等 

病棟 病棟業務 病棟業務 

月 

外来 
内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器、呼吸器）、

救急対応（一般内科） 

消化器 7:30〜

病棟 病棟業務 病棟業務 

火 

外来 
内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、検診 

特殊検査（消化器、呼吸器）、

救急対応（一般内科） 

血液 8:00〜 

病棟 病棟業務 病棟業務、 

水 
外来 

特殊検査（消化器、呼吸

器）、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器、呼吸器、

血液）、救急対応（一般内科） 

内科合同 

17:00〜 

病棟 病棟業務、 病棟業務 

木 
外来 

内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー 

特殊検査（消化器、循環器）、

救急対応（一般内科） 

 

病棟 病棟業務 病棟業務 

金 
外来 

内視鏡、Ｘ線検査、エコ

ー、救急対応（一般内科）

特殊検査（消化器） 

救急対応（一般内科） 

消化器キャン

サーボード 

17:00〜 

 

    消化器特殊検査：大腸内視鏡、ESD、ERCP、EIS、肝生検等 

    呼吸器特殊検査：気管支内視鏡、TBLB、経皮肺生検等 

    血液特殊検査：骨髄採取、末梢幹細胞採取等 

    循環器特殊検査：冠動脈撮影等 

    指導医の専門領域により午後の検査業務は異なる。 

    午前中の検査はいずれかを行う。 

 

２）卒後教育プログラム 

① 指導医による一対一の指導を受け、指導医とともに入院患者を受け持ち、内科 

 疾患全般を幅広く研修する。 

② 外来の救急患者の処置などを指導医とともに行う。 

③ 各専門グループによるカンファレンスに参加する。 

④ 研修医の希望により指導医を交代し研修内容を変更できる。 

⑤ 貴重な症例は学会等で報告する。 
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３）指導体制（米子医療センター） 

 

指導責任者 副院長 山本 哲夫 (指導医、専門医) 

指導医責任者 呼吸器科医長 小勝負 知明 (指導医、専門医) 

指導医 内科医長 中谷 葆 (指導医、専門医) 

 循環器科医長 福木 昌治 (専門医） 

 神経内科医長 頼田 孝男 (指導医、専門医) 

 消化器科医長 片山 俊介 (指導医、専門医) 

 消化器科医師 松永佳子 (指導医、専門医) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内科（博愛病院）研修形態（循環器病学を含む） 

１）週間予定 

 

 午前 午後 

月 
一般外来、専門外来、腹部エコー、

心エコー、胃内視鏡 

病棟業務、大腸内視鏡、ERCP、 

消化器カンファレンス 

火 一般外来、専門外来、心エコー 病棟業務、 

水 
一般外来、専門外来、腹部エコー、

胃内視鏡 
病棟業務、総回診 

木 
一般外来、専門外来、消化管レン

トゲン、胃内視鏡 

病棟業務、腹腔鏡、嚥下造影、大腸内

視鏡、消化器合同カンファレンス 

金 
一般外来、専門外来、心エコー、

胃内視鏡 
病棟業務、総回診、大腸内視鏡 

土 一般外来、専門外来、病棟業務  

 

２）教育プログラム 

ａ）研修開始１週間のオリエンテーションで、研修システム、病棟・外来システム、 

研究診療グループの説明を受ける。同時に、院内施設の利用法、諸規則、文献 

やカルテの検索法について説明を受ける。また、その後も随時、院内共同施設 

や共同機器の説明会があり、研修医にはその受講が義務づけられている。  

ｂ）研修医が参加できる教育プログラムとしては、午前中の一般外来診察および腹 

部エコー、胃内視鏡、消化管レントゲンや午後に予定されている特殊検査介助、 

および病棟回診などである。  

ｃ）学会発表稀有な症例や有用な治療法に遭遇した場合には、指導医の指導のもと 

に学会報告を行う。 

 

３） 指導体制（博愛病院） 

 

 
指導責任者 副院長 濱本 哲朗 （専門医） 

指導医責任者 消化器内科部長 堀 立明 （認定医） 

指導医 代謝内分泌内科部長 竹内 龍男 （認定医） 

 神経内科部長 足立 晶子 （専門医） 

 循環器内科部長 田中 保則  
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内科（済生会境港総合病院） 研修形態（循環器病学を含む） 

１）週間予定 第１，第３土曜日は外来休診日 

 

 午 前 午 後 

内科外来、専門外来（甲状腺、糖尿病）

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

院大腸ファイバー、ERCP 検査 
月 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（循環器、消化器）

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

消化器カンファレンス 

大腸ファイバー、ERCP 検査 

気管支ファイバー 

糖尿病教室 火 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来、（呼吸器） 

健診、心エコー、ホルター検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

大腸ファイバー、ERCP 検査 
水 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（呼吸器、糖尿病）

健診、腹部エコー検査 

消化管（X線・内視鏡検査） 

大腸ファイバー、ERCP 検査 
木 

病棟、救急外来業務 

内科外来、専門外来（高血圧、糖尿病）

健診、腹部エコー検査 

消化管(X 線・内視鏡検査) 

副院長回診 

糖尿病教室、心エコー、ホルタ

ー検査、運動負荷検査、 

大腸ファイバー、ERCP 検査 

内科カンファレンス 
金 

病棟、救急外来業務 

 

２）卒後教育プログラム  

a)指導医と共に外来患者、入院患者の診察治療に当たり、循環器、呼吸器、消化器、 

代謝、内分泌疾患など内科全般を研修する。  

b)指導医と共に救急患者の診察、処置にあたる。  

c)内科合同カンファレンス（週一回）に参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３）指導体制（済生会境港総合病院）  

 

 
指導責任者 副院長 山﨑 純一 （指導医、専門医）

指導医責任者 内視鏡センター部長 佐々木裕一郎 （指導医、専門医）

指導医 保健福祉事業部長 矢島 浩樹 （専門医） 

 内科医長 藤井 義寛 （専門医） 

 内科医長 能美 隆啓 （専門医） 

 内科医長 馬場 裕生 （専門医） 

 内科医長 中村 由貴 （専門医） 

 内科副医長   松浦 隆 （専門医） 
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