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血液内科

京都大学血液内科の研修プログラムでは、悪性リンパ腫、急性白血病、多発性骨髄腫など
の造血器腫瘍や、特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血、血友病といった良性の造
血器疾患に関する診断・治療について効率よく学ぶことが出来ます。さらに、骨髄移植や
臍帯血移植といった造血細胞移植に関しても、担当医として診療を行うことで、移植医療
に関する理解を深めましょう。
当科の研修プログラムを通じて多くのことを習得できますが、特に次の項目は重要であり
、血液内科を志望する研修医にはもちろんのこと、他科を志望する研修医にとっても、必
ず役に立つプログラムと考えています。

①抗癌剤治療の適切なマネジメント
白血病やリンパ腫の治療では、有害事象の発生頻度の高い抗癌剤の多剤併用療法を行うこ
とが多く、その治療を通じて口内炎、嘔気・嘔吐、下痢、皮疹、発熱、臓器障害、発熱性
好中球減少症、汎血球減少症など様々な合併症に対して、適切に対応する方法を学ぶこと
ができます。

②感染症のマネジメント
発熱性好中球減少症は初期対応を間違えると致死的となり得る化学療法後の重要な合併症
です。当科において、発熱性好中球減少症を経験する頻度は非常に高く、短期間の研修に
て、発熱性好中球減少症のマネジメントを習得することが可能です。また、その知識・経
験は、他科でも必ず生かせると思います。その他、化学療法後や移植後の患者さんにおい
て、通常経験することのない感染症（辺縁系脳炎、出血性膀胱炎といったウイルス感染症
など）や日和見感染症（ニューモシスティス肺炎など）を経験することも多く、医師とし
ての経験値を高めることが可能です。

③赤血球・血小板輸血
急性白血病や造血細胞移植後は、骨髄抑制のため、頻回の赤血球・血小板輸血が必要と
なります。日々の血算の結果を正しく解釈し、適切に輸血をオーダーし、実施すること
を、研修を通じて学んできましょう。

④内科的全身管理を学ぶ
強力な化学療法や造血細胞移植により様々な合併症が起こり得ます。薬剤や感染症など
を契機に心不全、腎不全はしばしば発生し、適切にマネジメントすることが治療の成功
の鍵となります。DIC、出血、肺炎、血栓症などの対応もしばしば経験します。
その経験は必ず、今後の医師生活の糧になると思います。

⑤チーム医療の重要性
造血器腫瘍の患者には若い人も多く、また強力な化学療法や造血細胞移植など合併症の頻
度が高い治療を行い長期にわたり管理していくため、チーム医療がかかせません。当科で
は、医師、看護師だけではなく、薬剤師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカーなど
様々な職種の方が治療に関わり、診療にあたっています。多職種による移植カンファレン
スも週1回行っています。これらを通じて、チーム医療の重要性を学んでいただきたいと思
っています。

研修内容の概要



①コミュニケーションスキル：
長期間にわたり化学療法を受けている患者さんや様々な年齢層の患者さんに対して、し
っかりと向き合い、日々の診療を通じて、コミュニケーションスキルを学びましょう。

②感染防護、手指衛生：
院内感染予防のための感染防護策を正しく理解しましょう。

③輸血・サイトカイン製剤使用：
血算の結果を正しく理解し、赤血球輸血、血小板輸血、G-CSF製剤投与などの必要性を理
解し、正しくオーダーすることができます。

④感染症のマネジメント：
抗細菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の特性を理解し、適切に選択していただけるようにし
ます。

⑤造血器疾患の診断：
造血器疾患の診断に関する知識を深めていただき、その診断にかかせない、細胞表面マー
カーによる細胞診断や染色体・遺伝子学的診断法、免疫染色を含む病理診断に関して学び
ましょう。

⑥手技：
採血、末梢静脈ライン確保、血液培養採取などの基本的処置のみならず、個々の習熟度に
応じて骨髄検査、髄液検査、中心静脈ライン確保などの手技に関しても習得できます。

⑦カンファレンス・学会発表：
カンファレンスでは、適切なショートサマリの作成、効率の良いプレゼンテーションのス
キルを学んでいただきます。
また、学会での発表に関しても積極的に行い、発表を通じてスライドの作成方法、学会に
おけるプレゼンテーションの仕方を習得しましょう。
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２年次の研修目標

研修医レクチャー

１年次の研修目標

1年次で血液内科で研修した研修医は、さらに一歩進んだ血液疾患の鑑別診断や治療適応の
判断に関しても、症例を通じて学んでいきましょう。

本人の希望・習熟度に応じて、学会発表にとどまらず、症例報告等、論文執筆も行っていた
だければと思います。

カルテの書き方・診察方法、発熱性好中球減少症、急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄
腫、造血細胞移植、分子標的薬、がん免疫療法などのテーマに関して毎週レクチャーを行っ
ています。
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病棟カンファレンス風景 回診風景

造血器腫瘍は、抗がん剤への感受性が高く、内科的治療による治療効果が高い疾患です。
全身に腫瘍の広がった患者さんが化学療法でみるみる良くなっていくのは血液内科
の醍醐味で、大きなやりがいを感じます。
造血器腫瘍の治療はここ十数年で大きく進歩しました。この分野は研究が盛んで、他
の癌種に先駆 けて抗体療法や分子標的薬、CAR-T療法などの細胞療法が実用化され、
また、がん幹細胞など腫瘍学の新しい概念も最初に実証されました。
血液内科は将来的に研究者の道を考えている方にとっても魅力的です。臨床的にも造血器
腫瘍の分類・ 治療は高度化し、また、造血細胞移植やCAR-T療法などの細胞療法があるの
も大きな特徴で、高い専門性を身につけることができます。造血器腫瘍は今後も新しい治
療法が続々と登場し、さらに治療のしがいのある疾患になっていきます。
皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

ＣＴ、ＭＲＩ、ＦＤＧ－ＰＥＴなどの画像検査やリンパ節生検などの病理検査の所見を正しく
解釈し、診断することは、血液内科のみならず、多くの分野の臨床医にとって必須となる基礎
的な素養です。血液内科では、放射線診断科とは毎週、病理診断科とは隔週で、合同のカン
ファレンスを行っており、各分野の専門家とディスカッションすることで診断能力の向上を
図っています。また、小児科とは隔月で造血細胞移植についての合同カンファレンスを開催し、
情報交換を行っています。

血液内科 髙折 晃史教授
連絡先：０７５－７５１－３１５０

（担当：諫田 淳也 助教；email：jkanda16@kuhp.kyoto-u.ac.jp）

他部門との合同カンファレレンス

研修が推奨される診療科

他の内科系診療科、ICU、初期診療・救急科、放射線診断科、放射線治療科、
検査部・感染制御部、病理診断科

問い合わせ先

診療科からのメッセージ

mailto:jkanda16@kuhp.kyoto-u.ac.jp


6

糖尿病・内分泌・栄養内科

⚫ 全科に共通する病歴聴取など基本的な医療面接、身体診察に習熟する。

⚫ 一般的な臨床検査、画像診断に関して的確な計画を立案し、基本的な所見評価が可能とな
る。

⚫ 診療録の的確な記載および退院サマリーが作成できる。

⚫ 上級医や他科の医師また医師以外の医療スタッフ（看護師、栄養士、薬剤師、理学療法
士など）に対して意思伝達や情報共有が行える。

⚫ 緊急的な処置に際して、状況に応じて的確に役割を果たすことができる。

内科医として適切な診療を行なうための能力を身に着ける。

糖尿病・内分泌・栄養内科の専門分野の診療技能を習得する。

◆ 初期診療・救急科

◆ 循環器内科

◆ 腎臓内科

◆ 神経内科

◆ その他の内科診療科

⚫ 糖尿病の成因・病態分類を行える。

⚫ 糖尿病慢性合併症である網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化性疾患について検査を計画す
ることや所見の評価ができる。

⚫ 患者さんの生活背景、社会的背景について聴取できる能力を身につける。

⚫ 糖尿病の食事療法、運動療法、薬物療法の基本について習熟する。

⚫ 糖尿病の病態、合併症、併存症、社会的背景を総合的に考察し、上級医と共に治療を行え
る。

⚫ 糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖性高浸透圧症候群、低血糖に関しての診断や治療に習
熟する。

⚫ 糖尿病患者のシックデイへの対応が行える。

⚫ 患者教育、療養指導の重要性について認識を深め、実践する。

⚫ 糖尿病チームの医師として、主治医団で検討した治療方針を医師以外の医療スタッフに
明確に伝達し、指示を出せる。

⚫ 各内分泌疾患における特徴的な身体所見について診察が行える。

⚫ 各種ホルモン測定の検査計画が立案でき、基礎値また上級医の指導下に行った負荷試験
の結果を評価できる。

⚫ 各内分泌臓器の画像検査を計画し、所見の評価を行える。

⚫ 甲状腺、下垂体、副腎他の内分泌疾患に関して身体所見、ホルモン検査、画像所見を総
合的に考察し、上級医と共に治療を行える。

⚫ 副腎クリーゼや甲状腺クリーゼの治療に習熟する。

研修が推奨される診療科



循環器内科

研修内容

循環器内科では、多くの循環器専門医が診療にあたっており、一般診療はもちろんのこと
、急性疾患に対する救急医療も身につけることができます。さらに、各サブスペシャリテ
ィ専門分野の経験豊富なスタッフから最先端の高度医療を学べます。循環器内科研修では
指導医の指導・監督のもと、以下の各分野の入院患者を担当します。

週に一度のカルテ回診、症例検討会に参加し、研修医の先生持ち回りで興味深い受け持ち
患者について発表してもらい、循環器疾患についての知識を深めるとともに、検討会で発
表した症例を日本内科学会地方会や日本循環器学会地方会などで発表していただき、学会
発表の経験も積んでいただきます。

1. 冠動脈疾患（心筋梗塞・狭心症の心臓カテーテル検査、PCI）

2. 心不全（薬物療法、心臓再同期療法、補助循環、心臓移植申請）

3. 難治性不整脈（薬物療法、ペースメーカー/ICD移植術、カテーテルアブレーション）

4. 大動脈疾患（胸部大動脈瘤・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術、急性大動脈
解離の内科治療）

5. 末梢血管疾患（閉塞性動脈硬化症、重症下肢虚血）

6. 肺動脈疾患（肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症、慢性血栓塞栓性肺高血圧症）

7. 構造的心疾患（Structure Heart Disease）に対するカテーテル治療（大動脈弁狭窄症に
対する経皮的大動脈置換術（TAVI）、僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的僧帽弁クリップ
術（MitraClip）、心房中隔欠損症に対するカテーテル閉鎖術）

臨床アクティビティーが非常に高いのが循環器内科の特徴です。
研修中は 6 - 10 名の担当患者を受け持ちます。

病床数
一般病棟 56床
CCU 8床

2020年診療状況
入院患者数 1,488名
平均在院日数 8.12日

◆冠動脈インターベンション 274例

◆末梢血管インターベンション 151例

◆ ASD/PFO閉鎖術 5例

◆経皮的大動脈弁置換術（TAVI） 44例

◆経皮的僧帽弁クリップ（MitraClip) 7例

◆ペースメーカー/ICD/CRT-D移植術 106例

◆アブレーション 374例

◆ステントグラフト 36例

7
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月曜日 18:00
19:00

心臓血管外科との合同カンファレンス
心不全カンファレンス

火曜日 17:00
18:00

症例検討会（研修医による症例発表）
カルテ回診

水曜日 19:00 心臓カテーテルカンファレンス

1週間のうち2コマ（半日１コマ）の副病棟医、
週に1回程度の当直(副直)の際に、救急当番のスタッフと一緒に救急外来での診療や
他科からのコンサルトに対応いただくことで、緊急症例に触れる機会を多数提供します。

週間スケジュール

AM 8:00～ CCU回診

AM 8:20～ 朝カンファレンス（前日入院症例のプレゼンテーション）

⚫ 病棟での患者診療とケアの基本、基本的なカルテ記載を習得する。

⚫ コメディカルスタッフや上級医とのコミュニケーションを保ちチーム医療ができる。

⚫ 急性冠症候群、心不全、大動脈解離、肺血栓塞栓症など緊急対応を要する疾患について、
救急外来で初診の段階から担当医として診断・治療に関わり、初期対応を学ぶ。

⚫ 急変時対応について、心肺蘇生（CPR）の手技を学び、実践する。

⚫ 心臓（心室・弁膜・冠動脈・肺動脈）・大動脈・末梢動脈の解剖を理解し、カテーテル所
見、CT所見等を理解することができる。

⚫ 心エコー所見を理解し、簡易なエコーは自身で施行できるようになる（上級医による指
導を行ないます）。

⚫ 動脈硬化の危険因子（高血圧、脂質異常症、糖尿病）の管理を行なうことができる。

⚫ 循環器疾患の薬物療法について理解・知識を深める。

⚫ 循環器疾患のリハビリテーションについて理解・知識を深める。

⚫ 電気生理学検査（EPS）やアブレーションの基本的事項を理解する。

⚫ PCI、PTA、アブレーション、ステントグラフト、TAVI等侵襲的手技の治療適応を理解
する。

⚫ 日本内科学会地方会、日本循環器学会地方会、日本心血管インターベンション治療学会
地方会等にて学会発表を行う。

１年次の研修目標

上記の1年次研修目標に加え、

⚫ 循環器内科の専門性、あるいは関連診療科の専門性を見据えた診療技能を習得する。

⚫ CCUでの集中治療管理、血液浄化療法や補助循環を装着した患者の全身管理を身につ
ける。指導医のもと中心静脈カテーテルの挿入を術者として行う。

⚫ 心臓カテーテル検査について、穿刺・シース導入や右心カテーテル検査について指導
医のもと実施する。

２年次の研修目標
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研修医教育プログラムについて

循環器内科の診療は、研修医の先生による担当医、専門修練医や医員による病棟主治医、助
教以上のスタッフの3人主治医制を基本としておりますが、2018年度よりグループ制を導入し、
さらに多くの医師のバックアップの下で診療にあたっていただきます。

各入院患者毎に主治医、担当医を決定し、特定の疾患・治療に偏ることの無いように担当患
者を決めています。研修医の先生方から希望がある場合には、病棟医長に相談いただければ
経験したい疾患を優先的に担当いただけます。

スタッフによる研修医レクチャーを随時行っており、心電図、心エコー、心不全の病態、循
環作動薬、抗血小板/抗凝固療法、その他ローテート中の研修医の先生方の希望に応じて少人
数でレクチャーを通じて、循環器診療の理解を深めてもらっています。

研修が推奨される診療科

⚫ 救急部
⚫ ＩＣＵ・麻酔科
⚫ 糖尿病内科

⚫ 腎臓内科
⚫ 心臓血管外科
⚫ 呼吸器内科

問い合わせ先

研修に関して不明な点や見学の希望があれば、以下に問い合わせをお願いします。

京都大学医学部大学院医学研究科
循環器内科 病棟医長室
TEL：075-751-3188 (内線3188)
医局ＨＰ：http://kyoto-u-cardio.jp
Facebook：https://www.facebook.com/kuhp.cardio/

見学の御希望
e-mail：:kengaku_cardio@ml.kuhp.kyoto-u.ac.jp



10

消化器内科

＊消化器内科において必要な診断・治療法を学びながら、内科医としての基本診療につい
ても経験する。

⚫ 患者とコミュニケーションをとりながら病歴を聴取する。

⚫ 全身の身体所見をとり、正確に診療録に記載する。

⚫ ベットサイドにおける患者診療において基本的な知識と技術（静脈採血、静脈注射、静脈
留置針挿入、動脈血採血、尿道バルーン留置、血液培養、腹腔穿刺など）を習得する。

⚫ 各種検査（血液検査、レントゲン・CT・ＭＲＩ、心電図、尿検査、血液ガス、便検査な
ど）を依頼、もしくは自ら行う。

⚫ 得られた病歴、身体所見、各種検査の結果に基づき指導医とともに初期診断、初期の治療
計画を立て、必要に応じて追加検査について立案・依頼する。

⚫ サマリー、他科への診療依頼(対診依頼)、診断書などの文書の作成を行う。

⚫ 内科の基本となる輸液管理について基本的な知識を身につける。

⚫ 日々のカンファレンスや症例検討会にてプレゼンテーションを行う。

⚫ 日常の内科診療や救急対応が必要な消化器疾患について内視鏡検査・超音波検査・放射線
検査の適応・方法について学ぶ。

⚫ 担当患者において指導医のもとで助手として検査・処置に積極的に関与する。

⚫ 腹部超音波検査の基本を学び、主要な肝胆道系疾患や腹部救急領域の診断力を養う。

⚫ 各種検査所見の読影力を身につける。

研修内容の概要

消化器内科は院内における消化器疾患のすべてを担当し、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆

道、膵臓といったきわめて広い領域をカバーしています。診療においては多くの消化器病専

門医が指導を行い、各分野のスタッフから最先端の医療を学ぶことができます。入院患者に

対しては、当科では研修医、医員・大学院生(中間医)、教官(指導医)を中心とした3名以上の

主治医グループで診療を担当しています。この体制によってグループ内では各専門分野の先

生による指導を受けられますので専門分野に偏らない最先端の研修が可能となっています。

研修医は日々グループ内でのカンファレンスにて症例の経験を積み、毎週の教授を中心とし

たチャートカンファレンスにて症例発表を行うことでプレゼンテーションの能力が養われま

す。検査、処置においては病棟以外にも内視鏡センターや超音波センターなどにおいて、指

導医とともに介助などにも積極的に携わることが期待されます。このように多岐にわたる研

修が可能であり、非常に多くの内科診療の経験を積むことが可能です。

1年次の研修目標
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２年次の研修目標

＊1年次に身につけた内科診断・治療法をベースにしながら、消化器内科の診断・治療につき
より実技を交えながら学ぶ。

⚫ 担当患者の背景基礎疾患（循環・呼吸・腎・糖代謝）の評価を的確に行う。

⚫ 各種消化器疾患に対して消化器系検査（内視鏡、超音波、放射線検査）を行い(時には
自身で行う）、検査結果に基づく治療計画を立案する。また、他科との連携が必要なケ
ースにおいて、他カンファレンスでの症例提示も行う(外科カンファレンスなど)。
具体的には消化器癌における病期診断と進行度に応じた治療法(手術療法、化学療法、
放射線治療、緩和治療など)の選択を理解する。

⚫ 担当患者の内視鏡検査・治療の助手として生検などの介助を行う。

⚫ 腹部超音波ガイド下処置(肝生検、ラジオ波凝固療法など)の原理・内容を理解する。

⚫ 炎症性腸疾患の診断、重症度評価に基づく治療計画について指導医とともに立案し、各
種薬剤(生物学的製剤、免疫抑制剤など)の選択および使用法について理解する。

⚫ 重症患者（劇症肝炎、重症膵炎など）のICU管理を行う。

⚫ 指導医の同席のもと各種結果に基づく治療計画について患者本人、家族への説明を行う。

⚫ 自身で経験した症例について学会・論文などで報告を行う。

内視鏡診断、治療、肝胆膵領域のインターベンションなど高度な専門性をもって診療に

あたるとともに、消化管外科、肝胆膵・移植外科、小児外科、放射線診断科、放射線治療科、

腫瘍内科、外来がん診療部、初期診療・救急科、緩和医療科、病理診断科など、様々な院内

他科と密接な協力態勢を敷いて、更なる高度先進医療を目指しています。

この為、これら診療科での研修は消化器内科の理解にも繋がるため研修を推奨します。

研修が推奨される診療科

研修・見学問い合わせ先

当科での研修・見学を希望される方は随時見学を受け付けております。

消化器内科 妹尾浩教授 連絡先；075-751-4319
(担当: 医局長福田晃久 E-mail: fukuda26@kuhp.kyoto-u.ac.jp)

主治医グループカンファレンス 内視鏡検査

mailto:fukuda26@kuhp.kyoto-u.ac.jp


12

呼吸器内科

研修目標

呼吸器疾患に対し適切な初期対応ができるよう，基本的診療能力を身につけることを目
標とする。すなわち，Common diseaseの診断を適切に行い，治療方針の立案ができる
ことや，他科でも役立つ 知識・技術（胸部X線の読影，動脈血ガスの採取・解析など）
を習得することを目標とする。

また、応用的手技についても、見学・介助・実際に経験する事ができる。

１．病歴聴取（コミュニケーションスキル）
(a) 呼吸器特異的症状（呼吸困難，咳嗽，喀痰，喘鳴,胸痛など）やそれに関連する全身

的症状（発熱，関節痛，食欲低下など）の聴取を行い，経時的に把握し、まとめる
ことができる。慢性呼吸器疾患の病歴については，過去の経過を聴取し，まとめる
ことができる。

(b) 家族歴や生活歴（喫煙歴，職業歴，ペット飼育，居住環境，感染者への暴露歴）を
適切に聴取し、疾患に関連する要因を拾い上げることができる。

(c) 患者さんと良好な人間関係（お互いに話やすいなど）を築くことができる。
これらの問診を通して，鑑別疾患を挙げることができる。

２．身体診察
(a) 全身の診察．口腔・咽頭，頚部，皮膚，関節,手指などを診察し，呼吸器疾患

の胸部外所見や呼吸器疾患を呈する全身疾患（膠原病など）について異常所
見を把握することができる。

(b) 胸部の診察．視診，聴診，打診を行い，所見を適切に表現することができる．

(c) 全身状態の把握．バイタルオーガン(vital organ)の1つである肺を主とする呼
吸器の疾患を理解し，患者の重症度を評価し把握，理解することができる。

３．臨床検査

(a) 胸部単純X線写真．正常と異常の区別ができる．異常所見を指摘し，適切な用語
で表現できる。また，鑑別疾患を挙げることができる。

(b) 動脈血ガス分析。自ら実施し，手技を向上させる．結果を解釈し，適切な用語で表
現できる。

(c) 肺機能検査．閉塞性，拘束性，混合性，拡散障害を診断できる．フローボリュ
ーム曲線を解釈できる。

(d) 喀痰検査．塗抹・培養検査，細胞診検査ともに，結果を解釈することができる。

(e) 胸部CT検査．適応を理解し，所見を指摘することができる。
また、鑑別疾患を挙げることができる。

(f) 胸腔穿刺．適応と合併症を理解する．結果を解釈し，適切に表現できる。

(g) 気管支内視鏡検査．適応と合併症を理解する。指導医のもとで，介助したり，操作
を行って観察できる。

(h) ポリソムノグラフィー。適応と検査結果について理解する。

(i) 経皮的肺生検(CTガイド下生検を含む)。適応と合併症について理解する。
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４．診断
(a) 鑑別疾患を挙げることができる。

(b) 診断に必要な検査を考えることができる。
呼吸器疾患の診断には，多くの鑑別診断の中から幾つかの候補疾患を抽出することが
必要であるが、通常、鑑別疾患は多岐にわたる。それらを系統立てて考える訓練を通
じて，内科的思考を身に付ける。

5. 治療

治療の種類を把握し，目的・適応，副作用や限界を理解する。治療効果を適切に判定でき
る。基本的な治療を立案できる。
(a) 酸素療法．指導医のもとで，適切な酸素投与量を設定できる。
(b) 抗菌薬の種類と適応，選択方法を理解する。
(c) 吸入薬の種類と適応，吸入方法を理解する。
(d) 肺癌の組織分類や臨床病期，患者の状態などに基づいた治療方法を理解し，副作用を

理解する。
(e) 人工呼吸器の適応と設定やモニタリングの基本を理解する．

(f) 胸腔ドレナージ. 適応と合併症について理解する.ドレーン管理について理解し、適切
に表現できる。

6. その他
(a) 毎日患者さんの病状を伺い，評価する。
(b) カルテをSOAPシステムで記載できる．毎週（と入退院時）サマリーを作成できる。
(c) 他人に理解しやすいように，系統立ったプレゼンテーションを行うことができる。
(d) 呼吸器以外の問題点に関して他科に適切にコンサルテーションできる。
(e) メディカルスタッフの役割を理解し，協調して診療にあたることができる。

<病棟>
呼吸器内科の入院患者診療は、初期研修医の先生、医員等の病棟担当医(中間医)、外来主治医
の3人主治医制を基本とし、チームで診療を行っています。

外来主治医は各専門外来を担当しており、専門的な視点からの治療方針決定を行います。

外来主治医からは各病態の専門家としてのより深く、最新の知見について、中間医からは病
棟診療に関する事項をはじめとした実地医療について学ぶことが出来ます。

特定の疾患、治療や手技に偏ることの無いように、担当患者を決定しています。研修目標を
達成できるよう、なるべく多くの経験を積めるよう配慮していますが、将来のため特定の希
望がある場合には、病棟医長に相談してもらっています。

研修医教育プログラムについて

研修スケジュール（研修期間２ヶ月の場合）

第０週 患者引き継ぎ

第１週 オリエンテーション

第８週 指導医による評価とまとめ
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火 10:30-11:30 気管支鏡* 外来棟内視鏡センター

16:00-17:00 感染症カンファレンス 積貞5階会議室

18:00-19:00 間質性肺疾患カンファレンス 積貞5階会議室

水 13:30-15:00 気管支鏡* 外来棟内視鏡センター

16:00-17:00 肺癌カンファレンス 積貞4階会議室

木 8:45-11:00 臨床カンファレンス 積貞5階会議室

11:00-12:00 教授回診 病棟

14:00-15:00 CTガイド下肺生検 中央診療棟アンギオ室

17:00 呼吸器外科合同カンファレンス* 積貞棟4階会議室

金 9:00-11:30 気管支鏡* 外来棟内視鏡センター

週間スケジュール

尚、『呼吸器内科研修医マニュアル』『呼吸器内科入院患者診療・病態別マニュアル』

『市中肺炎・院内肺炎の抗生剤使用マニュアル』を全員に配布して日常臨床の参考資料

として役立ててもらっている。

『呼吸器内科研修医マニュアル』；呼吸器内科研修における基本マニュアル．

『呼吸器内科入院患者診療・病態別マニュアル』；全ての分野の呼吸器疾患をカバーし
た京大呼吸器内科独自のマニュアル．疾患ごとに参照できる．(約60頁。年次改訂予定)

『市中肺炎・院内肺炎の抗生剤使用マニュアル』：多彩な肺炎の診断および治療を論理
的に解説したマニュアル．他科希望者にも役立つ．

『最新呼吸内科・外科学』(メディカルレビュー社)当教室のスタッフが総力を結集して作
り上げた珠玉の教科書.充実の内容.

呼吸器疾患は他臓器の疾患に比べて多岐に分かれており、大まかに分けても呼吸器感染症、

気道系疾患(  気管支喘息・COPD)、腫瘍性疾患(肺癌・胸膜中皮腫)、びまん性肺疾患(間質性

肺炎等)、呼吸不全・呼吸障害（睡眠時無呼吸を含む）、環境・職業性肺疾患(稀少疾患)など

からなります。初期研修の期間に全てを経験することは難しいですが、感染症とびまん性肺

疾患、腫瘍性疾患については毎週グループカンファレンスを行っており(週間スケジュール参

照)、担当以外の患者さんについても症例提示・議論に参加することが出来るため、個々の経

験値を増やしていく事が出来ます。

内科系診療科としては、比較的観血的な手技もあり、研修医の先生でも、上級医の指導の下、

実際に実施して戴くことが可能です。

また、酸素の投与法や呼吸管理を知っておくことは、医師として必須のことです。胸部X線写

真の読影な ども他の診療科でも間違いなく役立つ事項です。また、院内向けに月に1回「呼吸

器内科レクチャーシリーズ」を開催しており、ランチョン形式で臨床に役に立つ講義を行っ

ています。

是非、京大病院呼吸器内科での臨床研修を選ぶことをお勧め致します。

診療科からのメッセージ
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病院・医局見学について

当教室に関心をお持ちいただいた学生さん・初期研修医の先生方へ

当教室では随時見学を受け付けております。

平日の午前・午後、特に制限はありませんが、御都合が付くようでしたら全体カンファレ

ンスのある木曜日をお薦めしております。(「週間スケジュール」参照下さい)

京都大学医学部大学院医学研究科

呼吸器内科学独自HP：http://kukonai.com

E-mail：konai@kuhp.kyoto-u.ac.jp

もしくは、上記HP内の「連絡先」にて御連絡下さい。

連絡先

京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学事務局

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 

TEL：075-751-3830

FAX：075-751-4643

http://kukonai.com/
mailto:konai@kuhp.kyoto-u.ac.jp


関節リウマチ
リウマチ性多発筋痛症
全身性エリテマトーデス
多発性筋炎・皮膚筋炎
全身性強皮症
混合性結合組織病
シェーグレン症候群
血管炎症候群

当科で扱う疾患は？

膠原病ってなに？

体内の様々な臓器を巡っている免疫細胞が自分の組織に
対して反応を起こしてしまう自己免疫疾患の総称です。

成人スティル病
ベーチェット病
再発性多発性軟骨炎
脊椎関節炎
IgG4関連疾患
キャッスルマン病
自己炎症症候群
不明熱 etc

※挙げだしたらきりがありません…

膠原病は全身疾患

結膜炎
強膜炎

耳介炎

間質性肺炎 心筋炎

腎炎
肝炎
膵炎

腸炎

関節炎
筋炎

紫斑
紅斑

神経炎

血球減少

免疫細胞は血液を循環
するもの、各組織特有
のものがあり、全身に
分布します。
その異常である膠原病
は全身の臓器の異常を
来します。
私たちはSpecialistで
ありながら、他の臓器
専門科と協同しながら、
全身を見る事が出来る
Generalistとなる事
を目指しております。

研修目標

■Generalistとしての目標

・膠原病は全身疾患なので、診断漏れがないように、
十分な問診や身体所見を習得する必要があります。

・診断困難症例が多いため、膠原病に限らずあらゆる
疾患の診断学に精通する必要があります。

・免疫抑制剤を使用しているため、感染症に罹患する
事が多く、稀な感染症を含めて、その診断と治療に
ついて十分学ぶ必要があります。

■Specialistとしての目標

・各々の膠原病の特徴的な徴候を学びます。

・ステロイドや免疫抑制剤の作用機序、効果、副作用
について熟知する必要があります。

・希少疾患も多く、担当とならなかった場合でも、積
極的に診断までの過程、治療経過を学びます。

■その他の目標

・内科医として適切なカルテ記載、文献検索方法など
について学びましょう。

・国内外での学会発表にも是非挑戦しましょう!!

Q&A

診療科からのメッセージ

Q. 手技はありますか？

A. 内科研修をしっかり積んだ先生が多いため、エコー、
髄液検査、腹水穿刺などは自身で行う事が多いです。
また関節炎のSpecialistとして関節エコーや穿刺、
注射などの手技も習得できます。

Q. 貴科のWebレクチャーは誰でも参加できますか？

A. 当科では1-2週間に1回総合診療系Webレクチャー
を実施しております。誰でも参加自由ですので、
以下の連絡先にお問い合わせ下さい!!

【問い合わせ先】：075-751-4380
笹井恒雄大学院生（t12sasai@kuhp.kyoto-u.ac.jp）
森信暁雄教授（morinobu@kuhp.kyoto-u.ac.jp）

『専門じゃないからわかりません』という言葉を何度
聞くことでしょう。『専門じゃないけど、私の知る限り
ではこうだと思いますよ』と、何故いえないのでしょう。
膠原病という全身疾患を診ていると自然と何でもわかる
医師になるのです。またそれは親身な指導者がまわりに
沢山いるからです。どうせなら頼りにされる医者になり
たいですね。必要なのはやる気だけ。

16
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免疫・膠原病内科
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初期診療・救急科

総患者数 救急搬送数 延べ入院患者数

2014 年 8,043 2,546 1,015

2015 年 10,073 3,699 2,137

2016 年 11,043 4,322 3,493

2017 年 11,929 5,023 4,745

2018 年 12,408 5,324 4,773

2019 年 13,758 6,097 4,532

救急研修プログラムの特徴

⚫ 常に救急専門医が救急外来・病棟に常駐し、全ての救急受診患者さんの診療に参加し
ており、専門医による指導の下で救急医療の研修を行うことが出来ます。

⚫ スタッフには救急医はもちろんのこと、外科医(Acute Care Surgeon)・集中治療医・
麻酔科医・循環器内科医・消化器内科医・神経内科医など、多彩な経歴の専門医が揃
っており、総合的な研修を行うことが出来ます。

⚫ 救命救急センターでの院外研修が可能となっています。
（新型コロナ流行により休止中）

Aプログラム２年次研修医の先生を対象に、国立病院機構京都医療センター救命救急セン
ターでの院外研修（２週間）プログラムを用意しています。
(http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/html/guide/medicalinfo/criticalcare/main.html)

【特別プログラム：救命救急センターでの院外研修（休止中）】

診療科の体制

教授 1 名、准教授 1 名、講師 1 名、助教 10 名、
修練医 3 名、大学院生 5 名

【専門医等】
救急科 14名、集中治療 4名、熱傷 1名、外科 3名、麻酔科 3名
内科認定・総合 7名、消化器病 1名、神経内科 1名、呼吸器内科 1名、循環器内科1名
心臓血管外科 1名、消化器内視鏡 1名、感染症 1名、IVR 2名、ICD 3名

診療科の主な症例と症例数

http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/html/guide/medicalinfo/criticalcare/main.html
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１年次研修・２年次研修ごとに「屋根瓦方式」のフレームワークを作成し、具体的な研

修目標を設定することにより、短期間の研修でも最大限の研修成果が得られるようにし

ています。

フレームワーク

【病床】
急性期病床 7床 、ES-ICU 4床（初期診療・救急科専有）
その他、混合病床としてICU 16床・CCU 16床

柚木 知之（准教授）
TEL ：075-751-3126 E-mail： tyunoki@kuhp.kyoto-u.ac.jp

見学申込・問い合わせ先

mailto:Tomoyuki%20Yunoki%20%3Ctyunoki%40kuhp.kyoto-u.ac.jp%3E


脳神経内科
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Neurology

■

■

以上
ことを
と

■

１年次の研修目標

他の内科系診療科とともに、病棟での患者診療とケアの基本を修
得することを目標とする。

２年次の研修目標

⚫ 系統的に神経学的所見がとれて、病変の局在についてある程度言及できる。

⚫ 意識障害患者の神経学的所見がとれる。

⚫ 神経伝導検査、針筋電図検査の補助ができ、基本的所見の理解ができる。

⚫ 脳波検査の補助ができ、検査の適応を判断できる。

⚫ 筋生検、神経生検の補助ができる。

⚫ 呼吸筋麻痺などで人工呼吸器の管理ができる。

⚫ うっ血乳頭などの基本的な眼底所見がとれる。

⚫ 神経内科の適応となる患者と、精神科の適応となる患者に関して具体的に対応ができる。

⚫ 診療チームの最前線で、ベッドサイドにおける患者診療とケアを担当できる基本的な素養
や能力を身につける

⚫ 退院サマリーを期限内にまとめるなど、診療・ケアに必要な基本的タスクに習熟する。全
科に共通する基本的な医療面接、身体診察に習熟する。

⚫ 神経学的な基本診察ができるようになる（神経内科のカルテフォームに沿って必要事項を
記載できる）

⚫ 一般検査、画像診断の選択と順序性を判断して的確なオーダーができる。

⚫ 一般検査におけるパニック値、画像診断の明らかな異常所見など、所見の評価の基本がで
きるようになる。

⚫ 緊急的な処置に際して、チームの一員として役割を果たすことができる。より進んだ神経
学的な検査の適応と必要性について判断できるようになる

以上より、2年次は、神経学的な所見が系統的にとれることを求めるとともに、各種検査の補
助ができることを最低限求める。1年目の内科系の基本診療の能力が基盤として修得されてい
ることが前提であるとともに、筋生検などの補助をするためには、外科系の研修の成果も求
められるものである。

研修が推奨される診療科

➢ ICU
➢ 初期診療・救急科
➢ 脳神経外科・SCU
➢ 麻酔科

➢ 整形外科
➢ 放射線科
➢ 精神科
➢ その他の内科診療科

神経内科の専門性、あるいは関連診療科の専門性を見すえた診療技能を修得する。



１年次の研修目標

腎臓内科

内科医としての基本的な診察・治療手技を習得し腎臓内科医としての基本診療を学ぶことと
同時に、看護師・臨床工学技士・栄養士などの医療スタッフとチーム医療に参加することを
目標とする。
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⚫ ベッドサイドにおける患者診療を担当できる基本的な医療面接、身体診察に習熟する。

⚫ 医の倫理、医療安全を理解し、実践できる。

⚫ 診療録への的確な記載、カンファレンスでの症例提示、退院サマリーの期間内提出など診
療に必須の基本タスクに習熟する。

⚫ 一般的な臨床検査、画像診断に関して基本的な所見評価が可能となる。

⚫ 基本的な処置（静脈採血、静脈注射、静脈留置針挿入、動脈血採血、尿道バルーン留置、
血液培養、胸腔穿刺など）を身につける。

⚫ 緊急的な処置に際して、チームの一員として役割を果たすことができる。

⚫ 輸液、体液管理を身につける。

⚫ 腹部超音波の基本を学び、主要な疾患に関する診断力を養う。

⚫ 主たる腎疾患の検査・治療の適応について学ぶ。

⚫ 血液浄化法（透析・血漿交換など）の原理・適応について学ぶ

２年次の研修目標

１年次に習得した内科としての基本的な診察・治療手技をベースにしながら腎臓内科の専門
性を見据えた診察・治療手技を習得することを目標とする。EPOCで経験すべき腎不全・原
発性糸球体疾患・全身性疾患による腎障害、特に緊急を要する疾患の急性腎不全については
必ず担当すること。

⚫ 併存する基礎疾患を含め全身的な評価を的確に行うことができる。

⚫ 腎臓病診療に関連する基礎的検査、治療法の選択を理解できる。

⚫ 血液浄化療法の管理の原理・適応を学び、導入症例を経験するとともに、個々の症例の全
身状態に応じた設定ができる。

⚫ 腹膜透析療法の基本を学び、導入症例を経験する。

⚫ 腹部超音波検査を習得し、超音波ガイド下腎生検の補助ができる。

⚫ 腎生検の病理診断の基本を学ぶ。

⚫ 免疫抑制剤の種類・特性・副作用を学び、標準的な治療を行うことができる。

⚫ 学会、研究会において症例報告を行う。

定期的に開かれる研修医向け腎臓内科レクチャーで、腎疾患の診断、治療を理解するととも
に、現在の腎臓病学の限界、発展性について学習し、さらには最先端の腎臓病学に触れる。
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研修が推奨される診療科

。

⚫ 循環器内科

⚫ 糖尿病・内分泌・栄養内科

⚫ ICU

⚫ 初期診療・救急科

⚫ 病理診断科

見学申込・問い合わせ先

当教室では随時見学を受付ていますが、回診日の月・木曜日の見学をお勧めします。

京都大学大学院医学研究科腎臓内科学事務局

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

TEL ：075-751-3860

e-mail： kidney2011@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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医局長 金井 雅史 e-mail：kanai@kuhp.kyoto-u.ac.jp

tel：075-751-3518

➢ 腫瘍内科は、全てのがん患者のアウトカム向上を
目指し、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害
薬等のあらゆる薬物療法に精通して、集学的治療
のハブとしての 役割を担います。

➢ 将来、腫瘍内科を目指す医師はもちろん、消化器
内科・外科、呼吸器内科・外科、放射線治療科、
乳腺・婦人科、泌尿器科などの専門医を目指す医
師においても、臨床腫瘍学の基本的知識や薬物療
法は 必須のスキルとなりますので、是非、腫瘍内
科のローテーションをお奨めします。

➢ さらに、腫瘍内科はキャンサーバイオバンクやが
んゲノム医療、リアルワールドデータにおいて日
本のリーダーホスピタルで、当科の研修を通じて
がん治療における最新のPrecision Oncologyを体
感できます。

腫瘍内科

腫瘍内科の特徴

２年次の研修目標

1年次に身につけた診断・治療法をベースにしながら、主治医団の一員として外来および入院
患者を受け持つことを通じ、薬物療法を通じてがん患者マネージメントの基本的な考え方や
有害事象の対応を習得することを目標とする。

1. がん患者について、疾患リスクや背景基礎疾患（循環・呼吸・消化器・腎・糖代謝）の評
価を的確に行うことができるようにする。

2. がん患者の病期診断に必要な検査（超音波検査、内視鏡検査、CT、MRI、PET-CTなど）
の計画を立て、その結果からStagingを行えるようにする。

3. がんの病期診断と進行度に応じた治療法の選択を理解するとともに、腫瘍分子生物学に基
づく治療方法の適応・利点・欠点を理解する。

4. 薬物療法の適応となる患者においては、使用する抗がん薬の投与法とその作用機序を習得
する。

5. 抗がん薬の副作用（骨髄毒性、嘔吐、下痢など）を理解し、CTCAEに基づく評価基準に
あわせてカルテ記載ができる。

6. オンコロジックエマージェンシーの病態について理解し、治療関連科にコンサルトの上で
治療方針を立てられる。

7. がんに伴う症状（疼痛、精神症状など）に対する適切な対処法を学ぶ。

8. 胸腔穿刺・腹腔穿刺などのがん関連手技を経験する。

9. がん患者の緩和ケアおよび終末期ケアに積極的に関わる。

10. 学会（地方会）において症例報告を行う。

見学申込・問い合わせ先

腫瘍
内科

mailto:kanai@kuhp.kyoto-u.ac.jp


消化管外科
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研修概要

京都大学消化管外科では関連診療科と連携の上、大学病院の特色であるハイレベルな医療
の実践を通じて、将来外科を志望する研修医だけでなく、他科を志望する研修医にとっ
ても必ず役に立つ外科的発想・治療手段の習得を目指します。腹腔鏡手術については世界
をリードする施設の一つであり、最先端の医療に触れながらの研修は京都大学ならではの
ものです。

研修内容

実際に患者さんの担当医となりチームの一員として主に周術期の管理および手術を学んで頂
きます。
当科の特色としてスタッフの先生方と研修医の先生の距離が近いことが挙げられます。診
療中困った時はいつでも気さくに連絡がとれる雰囲気にあり先生方の診療業務をサポート
いたします。また、外科研修はしてみたいが体力的に心配な先生方々にも配慮を行ってお
ります。もちろんバリバリ外科研修がしたいという先生方にはハードな研修も受け付けて
おり、可能な限り実際に手術に参加し手技を行ってもらえるようにしています。
（例：皮膚縫合、CVポート挿入、胸腔ドレーン挿入など）
全研修期間を通じてスタッフミーティングで各自の到達度を評価しながらそれをフィード
バックしていきますので、疑問点はどんどんスタッフに尋ねてください。

研修目標

１）当たり前の医療人に
大学病院では一人の患者の治療に医師だけでなく、看護師、薬剤師、ME等様々な職種
の方が関わります。チームのなかでヒトを看、ヒトを癒すのもヒトであることをどう
か忘れないでください。
他職種間における良好なコミュニケーションは仕事効率のアップにつながります。挨拶
も大切です。
「名前で呼ぶこと」も重要です。患者およびその家族とのコミュニケーションも大切
です。良好な医療者-患者（家族）関係はトラブルを最小限にとどめることが可能にな
ります。

２）いろいろな「学び」を
初めて経験する疾患については、その一般的病態を理解する必要があります。まずは
自分で勉強してください。最新の情報を得、治療方針決定に役立ててください。カン
ファレンスでのプレゼンテーションは特に重要です。その場で各自がその症例につい
てどれ程深く“考え”、“判断”し、“決断”できたかが問われます。指導医とともに治療計
画の決定に携わってください。
機会があれば地方会での学会発表を行い、プレゼンテーションスキル向上に役立てて
もらいたいと思います。
「学ぶ」場所はどこにでもあります。指導医だけでなくメディカルスタッフからの
「学び」、患者さんからの「学び」を大切にしましょう。

３）必要な検査の決定と結果の解釈
採血一般検査、各種画像診断の選択とその順序を判断し、オーダーできるようになっ
てもらいたいと考え、毎日のレビュー（ミニカンファレンス）を行っています。



４）カルテ記載について
当直のDr.、他科のDr.がみてもすぐに患者さんのことが把握できるカルテが良いカル
テです。電子カルテシステムの導入により、検査データや画像診断の結果などが容易
にcopy & pasteできるようになり、カルテの体裁を整えることは簡単になりましたが
、問題はその中身です。理学的所見（その医者が現場で診察して何をみたか）、諸検
査の結果とあわせてどう判断し、どのような対処を行ったか、そしてその結果がどう
なったか（評価）について、“医者の考え方のプロセス”を示すカルテを記載してくださ
い。手術記録やサマリーについても同様です。

５）手技：末捎静脈確保、動脈採血、胸腹部エコー、結紮、皮膚縫合、腹腔鏡などを
習得してもらいます。

６）自己研鑽と向上性の維持：研修期間は２ヶ月と短いですが、研修に成功した人は、最
後には顔つきそのものが変わってきます。その理由はまさにこれです。肝に銘じて精
進ください。あらゆる治療行為は必ず指導医の決定・指導の下に行いますが、その際
に「多分、こうするだろうな。」と、自分で考えておく事がそのコツです。最初は全
く分からなくとも、研修期間中に“指導医と同じbrainになる”（同じ考え方のプロセス
をたどる事ができる）事をまずは目標とし、いつかは必ず医者として指導医を抜いて
ください。これが我々指導医の願いです。
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研修が推奨される診療科

⚫ 消化器内科
⚫ 腫瘍内科
⚫ 産婦人科
⚫ 泌尿器科

⚫ 呼吸器外科
⚫ 肝胆膵・移植外科
⚫ 麻酔科など

研修をどの病院で行うかについて、みなさん色々お考えの事でしょう。
大学病院の特に外科系診療科について、一昔前はその労働環境の過酷さが取り立てられ、敬
遠されがちであった感は否めません。その上、スーパーローテーションが始まった結果、
「自分は外科医にはなりたくないのに、仕方なくどこかで外科研修を行わねばならない。一
体、何を学ぶのか？」と感じている方も多いと思います。不安に思われる方は、どうぞ、一
度実際の診療現場を見学にいらしてください。京都大学外科の、診療・教育・研究のプロフ
ェッショナルとしての自覚と熱意に溢れたスタッフが必ずやみなさんの期待に応えてくれる
事でしょう。「治療の難しい症例が大学病院に集まってくることは承知、それだけ大きな責
任を担い、仕事が大変なのは当たり前」といったアツイ人々が働いています。みなさんはそ
れを見て、どう感じるでしょうか？短い研修期間ですが、自分が何をしたいか、何が自分に
合っているのかを考えて、自らの道を切り開く医師になってもらえるよう、スタッフが生身
をさらして示し、みなさんをサポートいたします。

問い合わせ先

小濵 和貴 教授
連絡先：075-751-3650
（担当：肥田侯矢病院講師 e-mail： hidakoya@kuhp.kyoto-u.ac.jp）

診療科からのメッセージ

mailto:hidakoya@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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肝胆膵・移植外科

当科の特徴

当科は、消化器外科の中のサブスペシャリティー領域であり、肝移植を始めとした肝胆膵
高難度手術（下記）を主に行っております。研修医として手術執刀の機会は殆どありませ
んが、京大病院でしか学べないことも多くあります。すなわち、当科での研修によりこれ
ら疾患の手術適応、輸液・栄養管理を中心とした周術期管理（とくにICU入室中のcritical
care)を学ぶことは、外科を目指していない研修医にとっても、必ず有意義な経験になるも
のと考えています。

◆ 国際的な生体肝移植の診療拠点～国内随一の肝移植症例数

◆ 肝胆膵領域における日本有数の手術症例数

◆ 癌の根治を目指した拡大手術～特に血管合併切除

◆ 肝胆膵腹腔鏡手術

◆ 膵・十二指腸領域内分泌腫瘍の先進的診断と治療

◆ 膵島移植による糖尿病治療

経験豊富な指導医体制

当科では下記の指導医・専門医体制で研修医の指導を行っています。

認定医 専門医 指導医

外科 19 10

消化器外科 16 10

内視鏡技術 4

肝胆膵高度技能 8 1

本研修プログラムのねらい

1. “考える研修医の養成” － 基礎知識の習得と病態把握

2. “決断できる研修医の養成” ー 行うべき検査の決定、結果の解釈と治療方針の決定

3. “手の動く研修医の養成” ー 処置、手術手技の習得

4. “社会人の養成” ー 医の倫理の遵守・チーム医療

5. “時代を切り開く研修医の養成” ー 学究的態度の日常化



糸結び・縫合のハンズオンレクチャー

手術記事・イラストの書き方講習
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１年次の研修目標

1. チーム医療の一員としての役割：チームの中には医師、看護師、薬剤師、ME等様々な職
種の方がおられます。他職種間における良好なコミュニケーションは仕事効率のアップに
つながります。実践を通じてのスキルアップをして頂きたいと考えています。もちろん
患者およびその家族とのコミュニケーションも大切です。良好な医療者-患者（家族）関
係はトラブルを最小限にとどめることが可能になります。

2. 情報収集能力とプレゼンテーション能力：初めて経験する疾患については、その一般的
病態を理解する必要があります。最新の情報を得、治療方針決定に役立ててください。
カンファレンスでのプレゼンテーションは特に重要です。その場で各自がその症例につ
いてどれ程深く“考え”、判断し、“決断”できたがかが問われます。指導医とともに治療
計画の決定に携わって欲しいと考えています。

3. 必要な検査の決定と結果の解釈：採血一般検査、各種画像診断の選択とその順序を判断し、
オーダーすることが必要です。

4. カルテ記載について：理学的所見（その医者が現場で診察して何をみたか）、諸検査の結
果とあわせてどう判断し、どのような対処を行ったか、そしてその結果がどうなったか
（評価）について、“医者の考え方のプロセス”を示すカルテを記載してください。

5. 手技：末梢静脈確保、動脈採血、胸腹部エコー、結紮、皮膚縫合などを習得してもらいま
す。しかし、実地だけでは知識の習得は困難です。その都度、指導医に質問すればいいの
ですが、系統的な知識を整理してもらうために、定期的に専門医による下記のミニレクチ
ャーを開催しております。当科ローテート中でなくても、誰でも受講可能ですので、興味
が有る方は、八木までご連絡下さい。

予定しているミニレクチャー

1. 輸液管理

2. 糸結び、縫合、腹腔鏡操作（鉗子、スコープ）の基本手技

3. 手術記事・イラストの書き方

4. 栄養管理（経腸栄養、静脈栄養、サルコペニアなど）

5. 肝臓・胆道に対する外科治療（術前評価、肝予備能評価、手
術、周術期管理など）

6. 手術シミュレーションについて～Vincentの使い方

7. 膵疾患に対する外科治療（術前治療・適応、手術方法、周術期管理など）

8. 肝移植（ドナー・レシピエント適応、周術期管理、手術など）

9. 膵・膵島移植

10. 小児外科疾患

11. 移植における拒絶反応・免疫抑制剤の使い方について

12. 論文・学会発表のすすめ
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２年次の研修目標

1. 研修１年目の達成目標項目にさらに磨きをかけてください。さらに、１年目でローテー
ションした他科での経験も極めて大切です。特に、循環、呼吸、内分泌・代謝、感染な
ど全身管理に必要な医学知識と実際のスキルを深めてください。１例１例を１年目よ
り深く考えて治療に当たることができるようになると思います。

2. 手技：CVライン挿入、切開、ドレナージなど。手術中の手技については、日頃から手
術を良く観ておく事が肝要です。各自の習熟度に応じてステップアップしていきます。

研修が推奨される診療科

⚫ 消化管外科

⚫ 消化器内科

⚫ 麻酔科など

診療科からのメッセージ

研修をどの病院、どの診療科で行うかについて、みなさん色々お考えの事でしょう。

「自分は外科医にはなりたくないのに、仕方なくどこかで外科研修を行わねばならない。
一体、何を学ぶのか？」と感じている方も多いと思います。当科は、特に肝移植に関し
ては全国から多くの患者さんが来院し、全世界の移植外科医が随時見学に来ております。
外科医を志さない先生方も、「折角、京大病院で研修するからには、」当科での最先端
の肝胆膵・移植診療に携わり、経験することは、今後の医師経験において、必ずプラス
になるものであると信じますし、私達もそのようにサポートしたいと思います。

問い合わせ先

肝胆膵・移植外科、小児外科
波多野悦朗教授
連絡先：０７５－７５１－３６５１

（担当：福光剣 ; e-mail: tsurugi@kuhp.kyoto-u.ac.jp）
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小児外科

小児外科とは

小児外科は小児特有の外科疾患を総合的に扱います。小児外科を目指している先生のみなら
ず、小児に興味をもっている先生方、これから小児に関わる可能性がある診療科の先生にと
っては有用な臨床経験となると思います。京都大学病院では小児外科は術前術後カンファレ
ンスなど多くの部分を肝胆膵移植外科と共通に行っていますので、小児外科の研修を希望さ
れる際には肝胆膵外科のプログラムに応募いただき小児外科希望と申し出てください。

当院小児外科では、他の小児外科と異なる点として小児肝移植を積極的に行っています。そ
れに伴い肝切除などの小児肝胆膵領域の手術も多数行っています。肝移植の周術期管理は非
常に複雑で多期にわたります。小児外科では腹部の手術を中心に行っていますので、絶食時
の輸液管理、長期の輸液による栄養管理を学べるとともに小児の腹部疾患を中心とした診断
も学んでいただけると思います。小児外科における初期研修はまず小児に対してうまく接す
ることをしっかりと学んでいただきたいと思います。当然子供にとって外科医は嫌なことを
たくさんする訳ですが、可能な限り嘘をつくことなく接することが重要だと考えています。
つまり痛いことは痛いといい、すこし我慢してもらい、痛くないときは痛くないといい、無
用な心配や不安を取り除く工夫をする。またどのように押させると処置を安全に行えるかな
ど、そういった１つ１つのことがうまくなることで安全に子供たちと接することができるよ
うになります。当院の小児外科では小児肝移植の比重が高く、重症の外科疾患のこどもに接
する機会が多く存在します。貴重な経験ができると思います。

2016年手術症例 計110例

肝移植関連
生体部分肝移植術 14 同種死体肝移植術 1 肝移植関連手術 18

肝胆膵疾患
先天性胆道閉鎖症手術 2 肝外側区域切除術 1 腹腔鏡下肝生検 3

悪性腫瘍関連手術
肝芽腫肝切除術 6 副腎悪性腫瘍手術 1 腎悪性腫瘍手術 1 膵体尾部切除術 1 開腹腫瘍生検 4
門脈塞栓術（経肝） 1

新生児関連手術
消化管穿孔人工肛門造設術 4 腹壁形成術（腹壁破裂、膀胱外反症） 3 
鎖肛手術（会陰形成術低位） 1 小腸閉鎖症手術 1 人工肛門閉鎖術 2

ヘルニア関連手術
鼠径ヘルニア根治術 13 LPEC 1 臍ヘルニア 3

その他
気管切開術 7 喉頭気管分離手術 1 正中頚嚢胞開窓術 1 肥厚性幽門狭窄症手術 1 胃瘻造設
術 3
腹腔鏡下噴門形成術 1 腹腔鏡下虫垂切除術 2 精巣固定術 4 中心静脈カテーテル挿入術 8

研修内容
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１年次の研修目標

経験豊富な指導医体制

当科では日本小児外科学会指導医1名・同専門医2名で研修医の指導を行っています。

⚫ 小児外科の日常よく経験する疾患（鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、虫垂炎、腸重積、
乳児痔瘻、肥厚性幽門狭窄症など）の診断に必要な基本的な知識を習得する。

⚫ 上記知識をふまえ、症状、理学的所見の取り方、問診などにより診断し、必要な際には鑑
別診断をふまえた基本的な検査（採血、Ｘ線写真）を施行しその結果を解釈できる。

⚫ 上記に上げた疾患の手術を指導医の管理のもと周術期の管理と共に実施できる。

⚫ 検査（Ｘ線検査、血液検査、ＣＴなど）を安全に施行する。

⚫ 浸襲の少ない手術（鼠径ヘルニア根治術、鎖肛のＣｕｔｂａｃｋなど）を実践する

⚫ 処置（新生児、小児の末梢静脈路確保、胃管挿入、肛門ブジーなど）を実施する。

２年次の研修目標

⚫ 小児外科に必要な特殊検査（消化管透視検査、直腸肛門内圧検査、各種生検など）を鑑別
診断をふまえた上で選択、実施し、結果を評価できる。

⚫ 日常よく見る疾患以外で小児外科で重要である中等度の難易度の手術を指導医の管理のも
と周術期の管理を含め実施できる。

⚫ 学術集会に症例報告をするとともにそれを論文として報告する。
⚫ 特殊検査（食道ｐＨモニタ、各種造影検査、各種生検、消化管内圧検査など）を安全に施
行する。

⚫ 中等度の難易度の手術（人工肛門造設術、小腸吻合術、腸回転異常症手術など）を指導医
の管理のもと周術期の管理を含め実施できる。

⚫ 難易度の中等度の処置（挿管、胸腔ドレーン挿入、食道ブジー）などを安全に実施する。

研修が推奨される診療科

⚫ 肝胆膵・移植外科

⚫ 小児科

⚫ 消化管外科

⚫ 麻酔科など

問い合わせ先

肝胆膵・移植外科、小児外科
波多野悦朗教授
連絡先：０７５－７５１－３６５１

（担当：小川絵里; e-mail : erio24@kuhp.kyoto-u.ac.jp）



乳腺外科
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初期研修は乳癌の臨床生物学を理解し、臨床の場において応用できる知識と技量の習得を目
的とする。

病棟での患者診療を通して全科に共通する基本的な医療面接、身体診察に加え、外科診療の
基本手技を習得する。さらにコメディカルとの協調により信頼関係を築き、幅広い人間関係
を構築する。

１年次の研修目標

⚫ 問診によって患者の主訴、現病歴、既往歴、家族歴を聴取し、カルテに記載できる。

⚫ 乳癌の疫学を理解したうえで、初潮年齢、閉経年齢、妊娠・出産回数、乳癌・卵巣癌の既
往やその家族歴の有無、ホルモン補充療法の有無などをもれなく聴取することができる。

⚫ 理学所見によって患者の全身状態を把握することができる。

⚫ 乳癌診療では触診によって腫瘍の形状、大きさ、硬さ、乳頭までの距離、辺縁、固定や皮
膚所見の有無、リンパ節転移の有無などを記載できる。

⚫ 一般検査や画像診断の選択と順序性を判断して的確にオーダーができる。

⚫ 消毒、抗菌剤の使用、清潔操作時の感染管理について理解し行うことができる。
創部・ドレーンの管理ができる。

⚫ 手術器材を理解し、これらの基本操作ができる。

⚫ 緊急処置に際しては、チームの一員として役割をはたすことができる。退院サマリーを期
間内にまとめることができる。

⚫ 乳癌取り扱い規約、乳癌診療ガイドラインを理解することが出来る。

２年次の研修目標

⚫ 乳腺領域の解剖を理解している。

⚫ マンモグラフィーの読影法ならびに所見用語を理解している。

⚫ 超音波検査の基本的な検査手技ならびに所見用語を理解している。

⚫ ＭＲまたはＣＴの読影ができる。

⚫ 局所麻酔を行い、穿刺細胞診や針生検・マンモトーム生検の補助ができる。病理組織診
断の結果を理解している。

⚫ 乳癌の診断に必要な検査を系統的に行える。

⚫ 外科手技の基本である剥離、止血操作が行える。

⚫ 乳癌取り扱い規約、乳癌診療ガイドラインを理解することが出来る。

研修が推奨される診療科

２年次の研修では、乳癌の診断を系統的に行えること、各検査の補助ができることを最低限
の目標とする。乳癌の診断には視触診や画像診断にくわえ、病理診断の知識も要求される。
また、乳腺専門医の取得には外科専門医の取得を見据えたローテーションが必要となる。

➢ 麻酔科・ＩＣＵ
➢ 消化管外科
➢ 肝胆膵・移植外科

➢ 形成外科
➢ 放射線科（診断科、治療科
➢ 病理診断科



眼科
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京大眼科における初期研修では、病棟での診療業務を通じて、眼科医としての基本的な知識
および診察・治療手技を取得することを目標とします。また、患者からの病歴聴取や、上級
医・病棟看護師・視能訓練士などの医療スタッフを交えたチーム医療への参加を通じて、的
確な意思伝達や良好な人間関係構築のためのコミュニケーション力を身につけて頂きます。

原則として後期研修医・医員と行動を共にし、また担当する受け持ち患者ごとに上級医が指
導に当たります。初期研修では選択期間に個人差がありますので、以下の目標を基本としな
がら、選択期間に応じたきめ細かな指導をうけていただく体制をとっています。

１年次の研修目標

２年次の研修目標

１年次には、将来希望科として眼科を最長３ヵ月選択することができます。（特別コース）

２年次には、眼科を最長で８ヶ月間選択することができます。

A. 基本的研修目標

1. 主要な眼科疾患について学習し、診断能力と治療法を選択する力を養うこと。

2. 眼科一般診療に必要な基本的手技を習得すること。

3. 代表的な眼科手術の理論と実際について学ぶこと。

4. 主に豚眼実習を通じて、基本的な眼科手術実技を経験すること。

B. 研修体制
1. 病棟研修
入院患者の受け持ち医となって、指導医のもとで診察、検査を自ら行い、研修期間中に
入院患者の眼科診療が一通り行えるようにします。指導医のもとで、必要な処置を行う
こともあります。

2. 手術研修
手術室において、主に受け持ち患者の眼科手術介助を行って、切開・縫合などの手術基
本実技と各手術機器について学びます。豚眼を用いた眼科手術を練習できる設備も常設
されており、切開・縫合や白内障手術などの基本的手技について豚眼を用いて実習する
ことも可能です。

3. 外来研修
外来において上級医の診療を見学・補佐することで、外来診療における病歴聴取や検査
オーダーから診断までの流れを学びます。また、指導医のもとで、実際に外来患者の診
療を行うこともあります。同時に種々の眼科検査法、投薬法、眼鏡・コンタクトレンズ
の処方等を習得します。



4.カンファレンスへの参加

毎週２回の術前症例検討会に参加して、自分の受け持ち患者についてプレゼンテーシ

ョンを行います。また各専門外来のカンファレンスに参加し、蛍光眼底造影（FAおよ

びIA）、光干渉網膜断層撮影、超音波生体顕微鏡撮影などの画像診断について学び、

最新の診断方法・治療法について習熟します。抄読会に参加して最新の英文論文に慣

れ親しみます。

5.年十数回、指導医より各眼疾患について講義を受けて、専門的知識を身につけると同時

に、最新の知見・治療法について学びます。

6. 希望者には、国内外の眼科学会および研究会において学術発表の機会を設け、併せて

学術論文の執筆をして頂きます。

C. 到達目標

1. 一般的診察法

1) 眼科診療における一般的な診察方法、検査法、治療法を患者および家族に適切

に説明し、インフォームドコンセントをとれるようになる。

2) 眼科医として適切な現病歴聴取およびカルテ記載ができるようになる。

2. 眼科基本的検査法の習得

受け持ち患者に施行される眼科検査法を各々理解し、実施およびその解釈ができるよう
になる。

3. 患者の管理

1) 眼科領域における各種薬物の薬効および使用法に習熟する。

2) 指導医の指導のもとに、術後投薬および処置を指示できるようになる。

4. 通常診療における眼科的処置の理解
以下の基本的な眼科処置について、内容および適応を理解できるようになる。
点眼法、洗眼法、薬物の注射（結膜下、テノン嚢下、球後注射）、前房穿刺、涙管ブジ
ー、涙嚢洗浄、睫毛抜去、角膜異物除去

5. 眼科手術の基本手技の理解
以下の基本的な眼科手術および関連した手技についての知識・理解を深める。
1) 洗顔および消毒法
2) 各種眼科手術機械の使用法
3) レーザー眼科手術(網膜レーザー凝固、毛様体レーザー凝固、レーザー虹彩切開術、
後発白内障YAGレーザー切開術など)

4) 外眼部手術(麦粒腫切開、霰粒腫摘出術、眼瞼内反症手術、翼状片手術、斜視手術)
5) 白内障手術
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産科婦人科
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１年次の研修目標

医師としての基本的姿勢、知識、技術を習得することが目標である。まず病棟での診療とケ
アの基本を習得すること、また診療チームの一員として、医療者間および患者さんとの良好
なコミュニケーションがとれるようになることが大切である。また分娩の立会、産婦人科手
術や処置の介助、当直業務等を通じて、産婦人科医療の意義や奥深さ、楽しさに触れてほしい。

産婦人科初期研修では、原則として後期研修医（医員）と行動をともにし、また指導医がき
め細かく指導する。主に入院患者さんの診療を中心に、個々の症例を深く勉強するとともに、
産婦人科診療の基本的知識や技能を習得することを目標とする。

⚫ 診療チームの一員として、ベッドサイドにおける患者診療とケアを担当するための基本的
な素養や能力を身につける。

⚫ 電子カルテシステムやオーダリング等、京大病院における診療やケアに必要な基本的タス
クに習熟する。

⚫ 基本的な医療面接や身体診察に習熟し、適切にカルテ記載ができる。採血、静脈注射、輸
液・輸血等の基本的な医療手技に習熟する。

⚫ 看護師、助産師、検査技師、薬剤師等コメディカルや事務職員の役割を理解し、協力して
診療できる。

⚫ 産婦人科診察の特殊性を理解し、患者との良好なコミュニケーションがとれる。一般検査、
画像診断における異常所見等の基本的な評価ができる。

⚫ 患者の状態把握に努め、指導医・上級医に的確に報告できる。産婦人科手術に介助として
参加する。

⚫ 緊急の事態に対して、チームの一員として役割を果たすことができる。

２年次の研修目標

１年次に内科的基本診療能力や基本的外科的手技が習得されていることを前提として、女性
の機能的、肉体的および精神的特徴を理解し、産婦人科の一般的な疾患の実際を学ぶととも
に、産婦人科診療の基本的手技および産婦人科の専門性を見据えた診療技能の習得を目指す、
そのためには最低３ヶ月間の研修を行うことを推奨する。

⚫ 産婦人科医療面接に習熟し、適切にカルテ記載ができる。

⚫ 指導医の指導・監督のもと、産婦人科診察（内診）を行い、所見を理解するとともに適切
にカルテ記載ができる。

⚫ 胎児超音波検査などの検査や診療に自ら携わり、所見を評価できる。患者の状態把握に努
め、指導医・上級医に的確に報告、相談できる。

⚫ 症例を簡潔にまとめ、また画像や病理所見を自ら検討し、教授回診やカンファレンスで提
示し、診療方針についての議論に参加する。

⚫ 産婦人科救急に対して、チームの一員として診療に参加する。指導医の監督、指導のもと、
妊娠および分娩の管理ができる。

⚫ 産婦人科手術に介助として参加し、簡単な手術は自ら執刀できる。
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産婦人科重点プログラムにおける２年間の研修到達目標

⚫ 正常分娩を最初から最後まで取り扱うことができる。

⚫ 産婦人科研修の大きな柱の一つは、正常妊娠・分娩の研修である。分娩の経過は一人一人
異なり、また短時間に急激に変化する。見学による研修を重ねた後、指導医の監視のも
と、正常分娩を自ら相応の責任を持って最初から最後まで取り扱うことで、分娩の生理
に関する理解が進むとともに、生命に対する慈しみの心が養われることを期待する。

⚫ 腹式単純子宮全摘術を、執刀医として経験する。

⚫ 腹式単純子宮全摘術は子宮筋腫や子宮頸部異形成など子宮の非悪性腫瘍疾患に対する基本
的な手術術式であり、一般産婦人科診療において行われる頻度が高い手術である。一般
に２時間程度の手術時間で完遂され、指導医の指導・監督のもとであれば、研修医でも
最初から最後まで執刀することが可能であり、その結果に遜色がないことはこれまでの
研修指導経験より実証されている。もちろん、実際に執刀する前には介助者として多数
の手術を経験し、入念にシミュレーションをするなどの準備は不可欠である。

⚫ 産婦人科の画像診断、病理診断の基礎能力を身に付ける。

⚫ 放射線診断医との画像カンファレンス、病理診断医も参加する病理カンファレンスの出席
に加え、自らが担当する患者の画像・病理所見を検討し、プレゼンテーションすること
で基本的な婦人科画像診断、病理診断能力を身に付けることができる。

研修が推奨される診療科

➢ 小児科（NICU研修を含む）

➢ 麻酔科

➢ 放射線診断科

➢ 病理部

➢ （放射線診断科、病理部とは毎週合同カンファレンスを開いている）

産婦人科専攻を希望する研修医には３ヶ月を越えて産婦人科研修することを推奨する。
その場合は、研修期間や各自の研修目標到達度に応じてさらに高い研修目標を設定する。
すなわち下記の後期研修に準じた高度な専門研修を行う。また地域医療研修の１ヶ月間も、
希望者には地域の産婦人科病院で研修できるようにする予定である。



小児科

１．概要
⚫ 卒後１～２年：各施設のプログラムに沿いスーパーローテート研修を行います。
⚫ 卒後３～５年：小児科専門研修プログラムに沿い、大学及び関連病院で研修を行います。
⚫ 卒後６年～ ：卒後６年目を目途に小児科専門医資格を取得します。
各分野（サブスペシャリティー）の専門医を目指し、大学院や大学病院、及び関連病院
にて、臨床研修・基礎研究・臨床研究に努めます。

小児科
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小児科研修の全体像

基

礎

研

究

臨

床

研

究

臨

床

研

修

一般小児科診療

大学病院 関連病院

一般小児科研修
（卒後３～５年目）

一般臨床で高頻度に出会う疾患群

臨床専門分野・サブスペシャリティ―

（卒後５年目頃～）
血液・悪性腫瘍、免疫・アレルギー、

循環器、神経、内分泌・代謝、
新生児・未熟児、小児救急・集中治療

大学での研究
（卒後６年目頃～）

ゲノム、幹細胞、血液・悪性腫瘍、
免疫・アレルギー、循環器、

神経、内分泌・代謝、
新生児・未熟児、小児救急・集中治療

２．学内での研修方法

⚫ 病棟では、(A)ローテーター、(B)専
門研修医、(C)医員・大学院生、(D)
助教・講師、の組み合わせを基本と
した診療体制をとり、各診療グルー
プ間で綿密な連携をとりながら診療
を行っています。

⚫ 外来では、担当医師のもと診療を研
修します。

⚫ NICUでは、指導医のもと受持ち医と
して、診察・診断・治療方針を学び
ます。毎日、全症例についてカンフ
ァレンスを行っており、受け持ち以
外の症例からも多くを学ぶ機会があ
ります。

理念

近年わが国の少子高齢化は急速に進行し、大きな社会問題になっています。その一方で、患
者側の専門医指向は高まり、かかりつけ医として「小児科専門医」を選ぶ親が増えています。

小児科で扱う疾患は、急性期から慢性期まで幅広く、対象となる臓器も多彩です。各年齢毎
に特有の特徴を有し、その後の成長・発育にも大きな影響を及ぼします。さらに状態が急速
に悪化することが多く、症状の変化を的確にとらえ、迅速に対応できる知識と技術の習得が
必要となります。学校生活や保護者への対応についても充分な配慮が要求され、コメディカ
ル・院内学校教員・病棟保育士・ボランティアまでを含めたチームとしての全人格的医療の
提供が必要です。

京都大学小児科では、出生前から成人に至る全課程を総合的にとらえ、成育医療の視点に立
った医療を実践できる幅広い臨床能力と豊かな人間性を持つ小児科専門医の育成を目指して
います。大学附属病院と関 連病院が一体となり、小児科専門医養成プログラムを作成し、各
分野における最高水準の医療を推進するとともに、それにあたる人材の育成・確保に努めて
ます。

小児科医のキャリアを長期的視点から見た場合、一般小児科医としての実力に加えて、より
専門性の高い「サブスペシャリティー分野」の力を身に付ける必要があります。この為、専
門性の高い診療を行っている大学病院と基幹病院での研修を通じ、サブスペシャリティー分
野での専門医の取得を奨励しています。加えて、未来に向けた新しい医学を創造し、新しい
情報を発信するため、大学院教育を充実させ、臨床に根付いた医学研究を行う人材の育成に
も力を入れています。

小児科臨床研修コース
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初期研修１年目

初期研修２年目

⚫ 小児の診察に慣れ、患児を全人的に理解し、患児・家族（特に母親）と良好な人間関
係を確立することを学びます。

⚫ ２ヶ月以上ローテートする場合、指導者のもとで基本的手技（の一部）を施行します。

⚫ 総合診療としての小児科の基本を経験・体得します。

⚫ 指導者のもとで小児特有の症状や検査所見に応じた診断・治療のプロセスを学び、理
解します。

⚫ 指導者のもと、一人で診察、基本的手技ができることを目指します。

⚫ チームとしての小児医療の在り方を理解します。

⚫ ローテート期間に応じ、１～２ヶ月のNICU研修を選択科目として行います。

専門研修連携・関連施設

専門研修連携施設 関連施設グループA 関連施設グループB

静岡県立総合病院

静岡市立静岡病院

彦根市立病院

公立甲賀病院

高島市民病院

三菱京都病院

赤穂市民病院

福井赤十字病院

京都桂病院

日本バプテスト病院

国立病院機構京都医療センター

医仁会武田総合病院

洛和会音羽病院

済生会中津病院

静岡県立こども病院

大津赤十字病院

宇治徳洲会病院

北野病院

大阪赤十字病院

天理よろづ相談所病院

日赤和歌山医療センター

兵庫県立尼崎総合医療センター

倉敷中央病院

神戸市立西神戸医療センター

神戸市立医療センター中央市民病院

滋賀小児保健医療センター

国立病院機構南京都病院

国立循環器病研究センター病院
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卒後１年目 卒後３年目 卒後６年目 卒後１０年目 卒後２０年目 ～

初期研修医 専門研修医 （若手） （中堅） （ベテラン）

初期研修 一般小児科研修 小児科専門医取得 Subspeciality専門医取得

小児科専門医研修

一般小児科臨床

小児科サブスペシャリティー研修
⚫新生児（NICU） 周産期（新生児）専門医
⚫循環器 小児循環器専門医
⚫神経・遺伝 小児神経専門医、臨床遺伝専門医
⚫代謝
⚫内分泌 内分泌（小児）専門医
⚫呼吸器
⚫消化器 内視鏡専門医
⚫腎泌尿器
⚫血液・腫瘍 血液専門医、小児血液がん専門医
⚫免疫・アレルギー アレルギー専門医、リウマチ専門医
⚫小児救急・集中治療（PICU） 集中治療専門医

ライフイベンド

結婚・出産・育児・その他

小児科医のキャリアプラン



皮膚科
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診療科の主な症例と症例数

京都大学皮膚科での近年の1日平均外来数120名、1日平均入院患者数20名、局所麻酔年間手術数
900例、全身麻酔年間手術数70例で推移しています。指導医資格を有する皮膚科専門医11名によ
る手厚い指導を心がけています。

手術以外にも皮膚悪性腫瘍に対する化学療法・分子標的治療・免疫チェックポイント阻害薬等の
先進的医療を経験し、総合的な知識を習得できる環境が整備されています。

京都大学医学部皮膚科を研修基幹施設として、研修連携施設、研修準連携施設と連携し、各研修
施設の特徴を生かした複数の研修コースを設定しています。

京都医療センター・洛和会音羽病院・医仁会武田総合病院・十条武田リハビリテーション病院・
京都桂病院・三菱京都病院・大阪赤十字病院・高槻赤十字病院・大阪府済生会野江病院・枚方公
済病院・田附興風会医学研究所北野病院・大阪府済生会中津病院・滋賀県立成人病センター・大
津赤十字病院・長浜赤十字病院・日本赤十字社和歌山医療センター・倉敷中央病院・天理よろづ
相談所病院・尼崎総合医療センター・鹿児島医療センター・浜松医科大学・香川大学、これらの
病院以外にも多数の地域基幹病院が関連施設となっており、研修が可能です。

専門医取得のための研修が可能な関連施設について

教授からのメッセージ

全国の医学生，研修医のみなさんに，京都大学皮膚科から入局への熱いメッセージを送ります。

いま皮膚科学は旧来の記載皮膚科学を脱却し，分子生物学から臨床皮膚科学までを網羅した壮大
な学問体系になりました。その進歩の息吹を皆さんにも感じていただき，一緒に皮膚科学を楽し
んで欲しいと思います。皮膚科学は皮膚という臓器をターゲットに，その内科も外科も病理もす
べて専門領域とする診療科です。そのため，皮膚でおこるすべての疾患を内科・外科や老若男女
問わず最初から最後まで責任を持って診療に取り組みます。数年の臨床研修の間に，自分の興味
の対象を決めて自らのサブスペシャリティーとすることができますので、自分の適性にあった
方向性を多様な選択肢の中から選べます。

現在，教室には皮膚アレルギー，皮膚外科，皮膚発癌，皮膚分子生物学，膠原病，皮膚再生・毛
髪生物学など多彩な専門性を持った人材が臨床や研究に励んでいます。皮膚科研修は，多様性を
許容する自由な雰囲気の中で，しかも多くの先輩の包容力に育まれて培われるべきものです。京
都大学皮膚科はみなさんの皮膚科学への情熱に応えられるだけのパワーとエネルギーに満ちてい
ます。

京都大学皮膚科では出身大学などによる学閥の様なものは一切存在しません。入局者全員が心地
よく研修できる様な環境づくりを目指しております。見学に来られた方には，必ず私がお会いし
て直接お話しをするようにしています。皮膚科ホームページの募集案内に掲載された連絡先まで
お気軽にメールでお問い合わせ下さい。

気力と体力と野心にあふれたみなさんの入局を心より歓迎します。

京都大学皮膚科学教室 教授 椛島健治
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取得できる認定医・専門医

大学院または大学病院・関連病院勤務・希望があれば他病院への就職など。

皮膚科専門医、最短5年。皮膚科専門医を取得後、アレルギー専門医など取得可能。

留学の可能性

あり（大学院卒業後、毎年1-2名海外留学）。留学先は北米・欧州・オセアニア他。

関連大学病院

関西医科大学、大阪医科大学、浜松医科大学、香川大学、琉球大学、ほか多数。

研修修了後の進路

標準的な研修コース

コース 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

A 京大 京大 連携 連携 京大

B 京大 連携 連携 連携 連携

C 京大 連携
（皮膚外科）

連携
（皮膚外科）

連携
（皮膚外科）

連携

D 京大 連携 連携 準連携 京大

E 京大 連携 連携 大学院
（研究）

大学院
（研究）

F 連携 連携 京大 連携 連携

A：京大を中心に研修する基本的コース。
最終年次に大学で後輩を指導し、自らの不足を発見し補う。連携施設は原則として1年ご
とで異動するが、事情により2年間同一施設もあり得る。

B：ただちに皮膚科専門医として活躍できるよう連携施設にて臨床医としての研修に重点をお
くコース。

C：研修2年目に皮膚外科症例が豊富な連携施設で研修し、皮膚外科医を目指すコース。

D：研修4年目に一人医長として研修準連携施設で地域医療を経験し、翌年大学で研修するコ
ース。

E：研修後半に博士号取得のため研究を開始するプログラム。研究への熱意を重視するコース。

F：連携施設から研修を開始し、臨床医としての研修に重点をおくコース。



外 来：診察医に陪席し、外来診察、皮膚科的検査、治療を経験する。

病 棟：病棟医長のもと数チームの診療チームを構成する。
専攻医は指導医のもと担当患者の診察、検査、外用療法、手術手技を習得する。毎
週の病棟回診で受け持ち患者のプレゼンテーションを行い、評価を受ける。毎週の
病理カンファレンスで症例発表を行い、評価を受ける。

抄読会：毎月１回英文論文を紹介する。皮膚科学会主催の必須の講習会を受講し、年に2回以
上筆頭演者として学会発表を行う。また、皮膚科関連の学会、学術講演会、セミナ
ーに積極的に参加する。病院が実施する医療安全講習会に定期的に参加する。年に
１編以上筆頭著者で論文を作成することを目標とする。
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月 火 水 木 金 土 日

午前 外来
手術

外来 外来 外来 外来

午後 病棟
回診

病棟
病理

病棟
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
回診
病理

病棟
手術

病棟
手術

地域連携プログラム（例）

A：最初の２年間を京大及び京都府内連携施設で研修、残りの３年間を京都府外で研修するコース。

B：最初の３年間を京都府外で研修し、残りの２年間を京大及び京都府内連携施設で研修するコース。

コース 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

A 京大 京大 滋賀県内連携 滋賀県内連携 奈良県内連携

B 滋賀県内連携 滋賀県内連携 兵庫県内連携 京大 京大

京大での研修概略
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泌尿器科
■
•

•

•

•

■
•

•

•

•

•

•

•

■
•

•

•

•

•

•

泌尿器科の特徴

⚫ 診断から治療まで、ひとりひとりの患者を自科で一貫して診ることができる。また、後腹
膜腔の広い範囲の臓器を扱うことなどから、さまざまな診療科と連携することも多い。

⚫ 泌尿生殖器や後腹膜に発生する悪性腫瘍、尿路の形成異常や外傷、尿路結石、排尿障害を
代表とするQOL疾患、腎疾患・免疫抑制療法・感染症などの幅広い知識を要求される腎移
植、命の誕生に関わることができる生殖医療など、専門分野が多岐にわたる。

⚫ 悪性腫瘍に対する手術が中心であるが、長時間にわたる古典的な大手術もあれば、繊細で
高度な手技を要する尿路再建手術や小さな切開で行う小手術もたくさんあり、内視鏡手術、
体腔鏡手術、そして最先端の手術の一つであるロボット支援手術など、幅広い外科的治療
に携わる。

⚫ 来る高齢化社会・超高齢化社会に欠かすことのできない診療科である一方、若年者に好発
する精巣腫瘍や、尿路の形成異常を代表とするさまざまな小児外科的疾患の治療も行って
おり、全ての世代にわたってニーズが高い

1年次の研修目標

⚫ スタッフドクター（助教以上）・後期研修医（医員）それぞれ1名ずつとチームをつくり、
その一員として患者診療にあたることを通じて、診察方法・コミュニケーション能力・基
本的な全身管理や泌尿器科的基礎知識を身に付ける。

⚫ 新患外来で予診をとること、スタッフドクターの外来を見学することを通じて、外来診療
の業務、礼節、基礎知識などについて習得する。また、監督のもと泌尿器科的診察や侵襲
の少ない検査を行う。

⚫ 入院患者の回診を行い、患者の社会的背景、身体的・精神的問題を聴取し、対応方法を考
察する。

⚫ スタッフドクターや後期研修医の監督のもと、入院患者の各種オーダー、創処置、点滴や
注射などを行う。

⚫ 主に第２助手として手術に参加し、基本的な糸結びや術野の展開を実践したり、内視鏡に
触れたりし、手術手順に習熟する。

⚫ 他職種のメディカルスタッフや他科の医師と適切にコミュニケーションし、連携する方法
を身に付ける。

⚫ 毎朝のチームカンファレンスで担当患者の病状報
告を行うことにより、ショートプレゼンテーショ
ンの訓練を行う。また、診療科カンファレンスで、
患者病歴やシンプルな手術の報告についてプレゼ
ンテーションを行う。

朝のチームカンファレンス
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2年次の研修目標

⚫ 1年次と同様にチームを形成して外来および入院診療を行い、手術に参加する。

⚫ スタッフドクターや後期研修医の監督のもと、新患外来で患者の診療を行う。また、侵襲
の少ない処置や検査を行う。

⚫ 十分に安全性を確保した条件のもと、内視鏡手術の一部を施行する。また、術式によって
は第1助手として手術に参加したり、糸結びや術野の展開を実践することを通じて基本的な
手術手技を身に付ける。

⚫ 手術支援ロボットのシミュレーターを用いて、手術のトレーニングを行う。

⚫ 若手に向けた体腔鏡手術トレーニングプログラムに参加し、ドライボックスや動物、
cadaverを用いた手術のトレーニングを行う。

⚫ 診療科カンファレンスで、複雑な患者の病歴、長い手術の報告などをプレゼンテーション
したり、治療方針を考察して呈示したりするなど、高度なプレゼンテーションの訓練を行
う。

研修が推奨される診療科

◆ 消化管外科

◆ 腎臓内科

◆ ICU/初期診療・救急科

◆ 麻酔科

◆ 腫瘍内科

◆ 放射線診断科・治療科など

診療科の主な症例と症例数

当科は腫瘍学をメインテーマとしていますが、排尿機能・腎移植・生殖医療・小児泌尿器科

学・尿路結石・尿路感染症など良性疾患も幅広く取り扱っています。

手術支援ロボットdaVinciTM

当科の専攻医の研修プログラムが下記のURLで閲覧できますので、参考にしてください。

http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/assets/pdf/kyoto_university_koiki_program.pdf

京都大学泌尿器科の近年の年間手術件数は、泌尿生殖器癌

約300例、副腎腫瘍 10-20例、前立腺肥大症約20例、腎移植

4-10例、小児泌尿器 20-30例程度で推移しており、特に体腔

鏡下手術件数は本邦でも最大規模を維持しています。2011

年4月からロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除を導入し、現

在までにすでに300例以上施行しています。現在では腎部分

切除術・膀胱全摘除術・腎盂尿管移行部狭窄症根治術にもロ

ボット支援手術を導入し、最先端の低侵襲医療を実践してい

ます。

手術以外にも泌尿生殖器癌に対する化学療法・分子標的治

療・免疫チェックポイント阻害剤、腎移植後の免疫抑制療

法や全身管理、感染症治療など、さまざまな診療を経験で

きる環境が整備されています。

http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/assets/pdf/kyoto_university_koiki_program.pdf
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取得できる認定医・専門医

泌尿器科専門医6年、泌尿器科指導医11年、腹腔鏡手術認定医9年
他にがん治療認定医、腎移植認定医、小児泌尿器科認定医など取得可能。

他科研修の可能性

あり（人工腎臓部、外来化学療法部、検査部等）

留学の可能性

あり（大学院卒業後、毎年1-2名海外留学）
留学先としては北米・欧州・オセアニアなど。

後期研修修了後の進路

宮崎大学、兵庫医科大学、関西医科大学ほか多数。
詳細は京都大学泌尿器科学教室ホームページを参照してください。
http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

大学院または大学病院・関連病院勤務、希望があれば他病院への就職。

初期研修用プログラム「大文字会フレッシュ会員」

卒業前あるいは初期臨床研修の期間に、京都大学泌尿器科の「専門医教育プログラム」への

参加を考えている方、また、卒後初期臨床研修にも泌尿器科の専門知識を得たり、泌尿器科

の研究会や京都大学泌尿器科同門会の会合へ参加したりすることを希望する方に、京都大学

泌尿器科同門会「大文字会」は「フレッシュ会員」制度を導入しています。

年会費無料で、会合の案内や学会情報の配信などを通じて、入会までの期間に京都大学泌尿

器科に親しんでいただくため、泌尿器科に興味を持ってくれる方を見守っていくためのシス

テムです。詳細は京都大学泌尿器科学教室ホームページを参照し、下記連絡先までお気軽に

お問い合わせください。

http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

関連大学病院

http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
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皆さんの参加をお待ちしています！！

診療科からのメッセージ

泌尿器科は、今後の少子高齢化社会において、非常に重要な役割を担う診療科です。また、

診療範囲が非常に広く、各人にあった専門分野が必ず存在する科であると思います。

京都大学泌尿器科学教室は、「泌尿器科プロフェッショナルの育成」をモットーに教育に

とても力を入れています。日本全国に関連施設が存在し、希望によりさまざまな場所や環

境で研修していただくこともできます。

もし興味のある学生・研修医のみなさんはお気軽に下記の連絡先にご連絡ください。見学

も大歓迎で、随時対応しています。

みなさんと一緒に仕事ができることを心待ちにしております！

問い合わせ先

当科ホームページ
http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

連絡先
TEL:075-751-3337（代表）
FAX:075-751-3740
京都大学大学院医学研究科泌尿器科准教授 小林恭
Email：selecao@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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耳鼻咽喉科・頭頸部外科

1年次の研修目標

内科、外科、麻酔科、救急などの必修あるいは選択必修科目のローテーションを通じて、病
棟での患者診療とケアの基本や、基本的な外科的手技を習得することが目標である。
また、毎年当科では4月から6月にかけて、研修医・医員向けにレクチャーを行い、耳鼻咽喉
科・頭頸部外科の基本的知識の整理を行っている。本レクチャーに参加し、当科における診
療の概要を把握していただきたい。

⚫ ベッドサイドにおける患者診療とケアを担当できる基本的素養や能力を身につける

⚫ 医療文書や症例サマリーの作成など、診療・ケアに必要な基本的業務に習熟する

⚫ 全科に共通する基本的医療面接、身体診察に習熟する

⚫ 手術における糸結び（結紮）、縫合の基本手技、手術用具の名称と基本的使用方法を習得
する

⚫ 一般検査、画像診断の選択と順序性を判断してオーダーすることができる

⚫ 一般検査や画像診断における異常値や異常所見の評価の基本ができる

⚫ 緊急的な処置においてチームの一員として役割を果たすことができるようになる

⚫ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科で取り扱う疾患あるいは施行する検査についての正確な知識を持
つ

2年次の研修目標

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の専門性、あるいは関連診療科の専門性を見据えた診療技能を修得
する研修である。当科では4月から6月にかけて行われるレクチャー、毎週行われる臨床カン
ファレンス、抄読会、年数回開催される耳鼻咽喉頸部解剖の理解のための解剖実習などを通
じて実践的な知識の習得の補助をできる限り行う。

⚫ 耳鼻咽喉頸部の診察ができ、正確な所見がとれる

⚫ 鼓膜所見（携帯耳鏡）、鼻腔所見（鼻鏡と鼻腔ファイバー）、口腔咽頭所見（舌圧子）、
喉頭ファイバー、頸部触診所見、顔面神経麻痺スコア、眼振所見（フレンツェル眼鏡）

⚫ 耳鼻咽喉頸部の正常解剖を熟知し、耳鼻咽喉・頭頸部領域の画像を理解できる

⚫ 側頭骨単純レ線、副鼻腔単純レ線、側頭骨CT、内耳道MRI、頭頸部CT、頭頸部MRI、頸部
エコー側頭骨乾燥標本を用いた解剖実習

⚫ 主な手術手技の手順を理解する

⚫ 人工内耳埋め込み術、鼓室形成術、内視鏡下副鼻腔手術、口蓋扁桃摘出術、喉頭微細手術、
甲状軟骨形成術、甲状腺切除術、喉頭摘出術、頸部郭清術

⚫ 簡単な手術を行うことができる

⚫ 鼓膜切開術、鼓膜チューブ留置術、扁桃摘出術、鼻骨骨折非観血的整復術

⚫ 手術において術者の適切な介助ができる

⚫ 鈎引き、血管の結紮、糸切り、縫合（機械縫合）
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⚫ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科で行う検査を解釈することができる

⚫ 聴力検査、ティンパノグラム、耳小骨筋反射検査、聴性脳幹反応検査、標準眼振検査、頭
位・頭位変換眼振検査、頸部エコー検査、エコーガイド下穿刺吸引細胞診

⚫ 主な疾患の病態、治療方針、予後を説明することができる

⚫ 疾患：両側高度感音難聴、慢性中耳炎、顔面神経麻痺、突発性難聴、メニエール病、慢性
副鼻腔炎、口腔癌、下咽頭癌、声帯麻痺、甲状腺腫瘍

⚫ 治療方針：手術、放射線療法、化学療法

⚫ 自分の担当した症例についてのまとめが適切にでき、簡潔に発表することができる

研修が推奨される診療科

➢ 放射線科（画像診断、放射線療法）

➢ 形成外科（縫合方法、遊離皮弁の作成・管理、顔面骨骨折の診断・治療）

➢ 脳神経外科（頭蓋底の解剖、手術手技）

➢ 神経内科（神経所見のとり方、中枢性めまいの診断と治療）

➢ 糖尿病・内分泌・栄養内科（甲状腺疾患、副甲状腺疾患の診断・治療）

主な研修医向けプログラム

レクチャー（毎年）
➢ 当科および関連他科のスタッフによる約20コマ（1コマ1時間）の講義
➢ 耳鼻咽喉科レジデントマニュアル配布

側頭骨模型を用いた耳科手術解剖実習
➢ 初期研修医および専門研修1年目対象、年2-3回
➢ 年2回Open labへの参加

ご献体を用いた耳科手術解剖実習
➢ 専門研修2年目にClosedの実習
➢ 年2回Open labへの参加
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整形外科

1年次の研修目標

2年次の研修目標

当科における1年次プログラムは、1～３ヶ月の選択が可能。整形外科入院患者を中心に担当

医とともに患者診療とケアに当たり、整形外科の概略に触れ、整形外科医としての将来像を

描く一助とする。

整形外科の専門性、あるいは関連診療科の専門性を見据えた診療技能を修得する研修を行う。

京大病院では2年次には最大11ヶ月の整形外科研修が可能。この期間で、整形外科慢性疾患

の基本的診察技術、治療方針についての理解を深める事を目標とする。また基礎的な縫合技

術、手術介助、簡単な骨折の手術などを上級医の指導の基で行えるようにする。長期研修の

場合は、学会発表や発表にともなう論文投稿の機会を得ることもできる。

専門医を取得するための研修が可能な、京都大学整形外科関連施設

⚫ 京都医療センター

⚫ 京都市立病院

⚫ 大津赤十字病院

⚫ 滋賀県立成人病センター

⚫ 福井赤十字病院

⚫ 滋賀県立小児保健医療センター

⚫ 日本赤十字社和歌山医療センター

⚫ 静岡県立総合病院

⚫ 倉敷中央病院

⚫ 神戸市立医療センター

⚫ 西神戸医療センター

⚫ 大阪赤十字病院

⚫ 北野病院

⚫ 天理よろづ相談所病院

これらの病院以外にも多数の地域の基幹病院が関連施設となっており、研修が可能。

現在、京都大学整形外科における専門研修プログラムの整備も整っている。

（詳細は下記サイトを参照）

http://www.seikei.kuhp.kyoto-u.ac.jp/recruit/career-plan/program/

問い合わせ先

<ホームページ>
http://www.seikei.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

<連絡先>
京都大学整形外科：seikei@kuhp.kyoto-u.ac.jp
電話:075-751-3366

卒後研修担当：村田 浩一（kchm@kuhp.kyoto-u.ac.jp）
河井 利之（kawait@kuhp.kyoto-u.ac.jp）
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初期研修１～２年次の研修目標

研修期間
当院の初期研修では1年次に1ヶ月、2年次に最長で11ヶ月までを精神科神経科での研修にあて

ることが出来る。

担当する主な業務
初期研修医が担当する主な業務は以下の通りである。指導医の下でこれらの業務を経験する
ことを通して精神科領域における診断と治療、対応の基本を学ぶ。

⚫ 入院患者診療

⚫ 初診外来での病歴聴取と陪席

⚫ 指導医の時間外診療の補助

⚫ ケースカンファレンスでの症例提示

到達目標
当科における初期研修医の具体的な到達目標は以下の通りである。

① 統合失調症、気分障害、認知症の診断と治療について、基本事項を知る。

② 精神疾患の診察において、精神科的現症の聴取と記載の基本技法を身につける。

③ 精神医学的面接の基本技法を身につける。

④ 精神科領域の各疾患に対して行われる薬物療法について、概要と副作用を知る。

⑤ 電気けいれん療法の補助を行い、基礎的知識と技法を身につける。

⑥ 脳波所見の解釈の基本を知る。

⑦ 器質因による精神症状の鑑別に必要な各種検査を知る。

⑧ 任意入院、医療保護入院の適応と手続きを知る。

⑨ 隔離、身体拘束の適応と手続き、リスクを知る。

⑩ 救急外来での精神科領域における初期対応の基本事項を知る。

⑪ 精神障害を持つ方が利用出来る社会資源について基本を知る。

主なスケジュール、勉強会

指導医、外部講師によるレクチャー、各研究グループのリサーチ・ミーティングなどは、

すべて初期研修医も出席可能であり、これらへの積極的な参加を通じて、精神医学の基本事

項から専門的な研究まで、幅広い知識に触れる事ができる。



主な検討会とレクチャー
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月 多職種合同カンファレンス

発達カンファレンス

ケースカンファレンス

火 研修医向けレクチャー（診断・せん妄・薬物療法）

水 摂食障害カンファレンス

摂食障害当事者・家族勉強会

研修医レポート発表(月1回)

医局会・退院報告

医局セミナー(不定期)

金 脳波判読(月1回)

主な勉強会

⚫ 画像グループ progress meeting 毎週水曜日15時～
主に精神科領域の脳機能/構造画像についての英語論文抄読・研究報告

⚫ 精神科レクチャーコース 月2回 水曜

⚫ 精神病理サークル第1月曜日19時～
精神病理・精神療法を中心とした幅広い内容の文献抄読・研究報告

⚫ 京都動機づけ面接を学ぶ会第2～3木曜日18時15分頃
動機付け面接を中心に精神科面接の基本的態度についての症例・研究報告

⚫ “fundamenta”勉強会
主に精神医学に関連する科学哲学領域の文献抄読

⚫ 京都解離トラウマ研究会 2ヶ月に1回 水曜
解離・外傷関連の精神疾患についての症例検討

⚫ 神経心理勉強会月1回
脳損傷・神経心理領域の英語論文抄読・研究報告

京都大学精神神経科 キャリアプランの例



放射線治療科
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当科の研修スケジュール

主要な臓器のがんについて、「標準治療」の概要が理解・把握できる

放射線治療、化学療法、化学放射線療法中の患者に対して、適切な診療ができる

適切な放射線治療計画（シミュレーション）を独力で施行することができる

放射線治療の物理学的・生物学的基礎に精通し、実際の治療計画に応用できる

新患の診察を行い、放射線治療の適応や方法について自主的に判断し、その患者の治療計画

を立案することができる

定位放射線照射、強度変調放射線治療（IMRT）、小線源治療などの、高度な技術が必要な放

射線治療に参加し、指導医の補助をすることができる

科内および診療科間のカンファレンスに参加し、治療方針について検討することができる

経験した貴重な症例について、指導医のもと学会や専門誌などにケースレポートを発表する

ことができる

詳細は当科ホームページ（http://radiotherapy.kuhp.kyoto-u.ac.jp/）を参照してください

京大病院放射線治療科初期研修プログラムでは、1年次、2年次とも、1～3ヶ月程度のローテ

ーションを受け入れています。各臓器ユニットのカンファレンスに参加して、放射線治療の

適応につき学んで頂き、当科初診から放射線治療に至るまでの流れを学んで頂きます。また

、放射線治療計画にも参画して頂き、放射線治療計画の基本的な考え方を身につけて頂きま

す。

後期研修プログラムでは、京大病院放射線治療科もしくは研修協力病院（マグネット病院）

の放射線科をローテートします。内容は放射線治療が中心ですが、画像診断の研修も行える

ようにします。これは、Image-guided radiotherapy (IGRT) という言葉が示すように放射線

治療が画像と融合した方向に発展しつつあることに対応するものです。京大病院および研修

協力病院での研修期間は、希望によりますが、あわせて3～4年間です。

到達目標

http://radiotherapy.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
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対象者

⚫ 初期臨床研修：1年次
現在原則として受け入れていない。
今後、二か月以上の研修がシステム上可能であれば2年次と同様に受け入れる。

⚫ 初期臨床研修：2年次
二か月を標準コースとする。
当科入局希望者もしくは入局検討中など、それに準ずる場合、3カ月以上を可とする。
研修担当者（大西：PHS 2512) まで事前に相談のこと。

標準コースの内容

⚫ 「CT」、「MRI」、「核医学検査」を日～週単位でローテーションし、画像診断に必要
な行程（撮像プロトコールの指示、薬剤投与、撮像した画像の評価、読影、レポート作
成）の経験を通じて、画像診断学を学ぶ。

⚫ 研修医とスタッフともに人員に余裕があり、かつ上述の内容について十分研修ができて
いると判断した場合は、特定の領域・検査種に特化した研修も可能とすることがある。
積極的に研修担当者に相談のこと。

研修目標

⚫ 検査の適応、造影剤と核医学検査用薬剤の使用方法や医療被曝について学ぶ。

⚫ 画像の評価方法、正常解剖と正常所見、病的意義の少ない所見などについて習熟し、齟齬
の生じにくいレポートの記載法、逆に適切な依頼内容の記載法など、実践的な知識と技能
を習得する。

⚫ 頻度の高い異常所見や救急疾患については鑑別診断についても学ぶ。

三か月以上の場合

⚫ 放射線診断専門医になることを見据え、上述の標準コースに加え、血管造影（IVR）、超
音波検査、消化管透視についても研修の対象とする。希望する場合は、夜間、休日の緊急
IVRについても参加可能である。

⚫ さらに時間と余裕がある場合は、特定領域に重点を置いた研修も可能とする。

⚫ また国内学会での発表を経験してもらい、国際学会での発表も支援する。

ローテーションを推奨する診療科

⚫ 当科を専攻するにあたり、あらゆる科の経験が何一つ余すところなく必ず将来役に立つ。
したがってすべての科のローテーションを全力で行うことを推奨する。その中でも、とり
わけ病理診断科は今後の放射線診断科診療にあたり得難い経験ができるため、先方の受け
入れが可能であれば研修を推奨する。
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入局後のキャリアプラン、専門医取得の要件など

図を参照のこと。質問などは担当者（大野豪：goohno@kuhp.kyoto-u.ac.jp）まで。

放射線診断専門医を取得するまでの流れ

経験すべき検査・読影・治療法

放射線診断科紹介動画
https://youtu.be/LPxJRfXrqwQ

スタッフインタビュー動画
https://youtu.be/9pOoirdGNQM

当科の概要とスタッフの声について

下記のサムネイル（動画）をクリックしてください。

https://youtu.be/LPxJRfXrqwQ
https://youtu.be/9pOoirdGNQM
https://youtu.be/LPxJRfXrqwQ
https://youtu.be/9pOoirdGNQM
https://youtu.be/9pOoirdGNQM
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1年次の研修目標

本院における初期研修では2ヶ月の手術室での麻酔研修が必修であり、選択により1ヶ月の集
中治療研修が可能である。麻酔を研修する目的は２つある。１つは、手術に参加することに
よって、手術医療の実際を知り、現代医療における手術の役割を理解することである。もう
一つは、気道確保や人工呼吸、ライン確保、モニター機器による患者監視といった基本的手
技を集中的に学ぶことである。集中治療研修では、術後患者を中心に重症患者の管理を経験
する。

⚫ 麻酔科医、外科医、看護師、臨床工学士らの協力体制で成り立っている手術室業務に参加
することで、チーム医療のあり方を学ぶ。

⚫ 手術が患者にとって最も大きな精神的、身体的ストレスのひとつであることを理解し、周
術期の患者への適切な対応を学ぶ。

⚫ カルテ閲覧、患者からの病歴聴取、主治医との話し合いにより、麻酔管理上必要な情報を
集め、記載することが出来る。

⚫ 麻酔準備を通して、気道確保、人工呼吸、循環管理に必要な用具とその準備に習熟する。

⚫ バッグアンドマスクによる気道確保と人工呼吸、気管挿管（困難気道症例を除く）、静脈
ライン確保、動脈ライン挿入、経鼻胃管挿入の手技に習熟する。

⚫ 身体徴候、モニター機器による観察を通して、バイタルサインの的確な把握、患者の生理
状態の正確な評価が出来る。

⚫ 人工呼吸器、シリンジポンプ、各種モニター機器などの医療機器の取り扱いに習熟する。
劇薬あるいは毒薬に分類される薬剤の安全な投与方法を学ぶ。

⚫ 術後患者がたどる経過を知り、適切な術後管理のための指示が出せる。

2年次の研修目標

麻酔領域の２年次ローテーションとしては、手術室における麻酔研修と集中治療部における
集中治療研修の選択が可能である。共に最小単位1ヶ月からの研修を受け入れている。

麻酔研修
2年次麻酔研修では1年次研修の研修目標に加え以下のことを目標とする。

① 様々な気道確保法を学ぶ

② 硬膜外麻酔法を学ぶ

③ 困難気道症例への対処法を学ぶ。

④ ハイリスク症例、緊急手術の麻酔計画を学ぶ。

⑤ 危機的出血への対処法を学ぶ。

⑥ 開心術、移植手術などの高度な麻酔管理を学ぶ。

⑦ 中心静脈カテーテル挿入法を学ぶ。

⑧ エコーガイド下神経ブロックを学ぶ。
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麻酔研修では様々な麻酔管理を偏り無く経験出来るように配慮しているが、特に2年次では各
自の興味や将来の進路に合わせて特定の領域を研修することも可能である。例えば以下のよ
うな症例も研修、経験することが可能である。

⚫ 日帰り麻酔
デイサージャリー診療部における麻酔管理。日帰り麻酔の実際を学び、気管挿管以外の気
道確保法や末梢神経ブロック、中心静脈カテーテル留置（PICCを含む）などを研修、経験
できる。

⚫ 電気痙攣療法麻酔
精神科患者に対して行われる電気痙攣療法の麻酔管理を多く経験し、電気痙攣療法に関連
する全身管理に習熟する。

⚫ 心臓麻酔
開心術や大血管手術の麻酔管理を経験することにより、肺動脈カテーテルや経食道心エコ
ー法などの侵襲的モニター、急性期における循環作動薬の使用法を学ぶ。

⚫ 移植麻酔
肝移植、肺移植の麻酔管理を重点的に経験することにより、合併症を有する重症患者の全
身管理に習熟する。

⚫ 小児麻酔
小児症例を経験できる。

集中治療研修
集中治療研修では以下のことを目標とする

① 重症患者の病態把握ができる。

② 病態に応じた人工呼吸器の設定、人工呼吸器からの離脱が実践できる。

③ 各種モニター、心エコーを用いた循環動態の把握が出来る。

④ 気管支ファイバースコープを用いた気道管理が行える。

⑤ 各種血液浄化の原理と適応を理解する。

⑥ 重症感染症に対する診断、治療の方針を立て、実践できる。

⑦ 敗血症に対する治療方針を立て、実践できる。
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1年次の研修目標

2年次の研修目標

基本的診察法
⚫ 基本的診察法 (1)
必要に応じて診察し、所見を正確に把握できる
1.面接態度と技法 2. 全身の診察能力 3. 神経学的診察能力

⚫ 基本的診察法(2)
必要に応じて適切に文書を作成し、管理できる
1.診察記録、処方箋、指示書 2. 診断書、検案書、各種証明書 3. 診療情報の提供（紹介
状と返書）

脳卒中の初期診療
⚫ 臨床症状（診断基準、脳卒中スケール）

(1) NIH脳卒中スケール (2) 日本脳卒中スケール

⚫ 画像診断
(1) CT検査を行い、診断できる (2) MRI撮像法を理解し、結果を診断できる

基本的検査

⚫ 基本的検査法(1)

必要に応じて自ら検査を実施し、結果を解釈できる

1. 腰椎穿刺 2. 脊髄造影 3. 脳血管造影 4. 脊髄血管造影

⚫ 基本的検査法(2)

適切に検査を選択・指示し、結果を正しく解釈できる

1. 超音波検査（頚動脈領域） 2. Ｘ線検査 3. CT検査 4. MRI検査

5. 核医学検査 6. 脳波検査 7. 脳誘発電位検査

救急医療

⚫ 基本的診察救急患者を的確に診断し、所見を把握できる

1.バイタルサインのチェック 2. 病歴聴取 3. 緊急処置の判断 4. 小児の特殊診療

5. 全身的重症患者の診断

⚫ 基本的検査適切に緊急検査を実施し、結果を正しく解釈できる

1.一般検査 2. 心電図 3. X線写真撮影 4. CT撮影とMRI撮影 5. 髄液検査

⚫ 基本的手技適切な緊急処置を実施できる

1. 創傷処置（消毒、縫合） 2. 採血法（静脈血、動脈血）

3. 注射法（皮内、皮下、筋肉、静脈内）4. 気道確保（気管挿管、気管切開） 5. 人工呼吸

6. 直流除細動 7. 胃管挿入、胃洗浄 8. 腰椎穿刺 9. 動脈穿刺 10. 大量出血処置
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脳卒中の初期診療

⚫ 1.臨床症状（診断基準、脳卒中スケール）

(1) NIH脳卒中スケール

(2) 日本脳卒中スケールを用いた評価を実施できる

⚫ 2.画像診断

(1) 頭部CT検査、MRI検査の結果を読影できる

(2) 血管撮影を行い、結果を読影できる

(3) SPECT、負荷SPECTの結果を理解できる

(4) PET検査の意義を理解できる

(5) 超音波波検査の意義を理解し、結果を判定できる

⚫ 3.治療方針

(1) 薬物療法の有効性と副作用

(2) 手術療法の選択基準

基本的手技（手術）
脳神経外科特有手技の方法に習熟し、その問題点を理解した上で、適応を検討できる

(1) 手術時の患者体位

(2) 頭部の位置と固定法

(3) 皮膚切開と止血法

(4) 筋膜、筋肉、骨膜の切開と剥離

(5) 穿頭、開頭、硬膜切開

(6) 副鼻腔（前頭洞など）・乳突蜂巣開放時の処理

(7) 脳室穿刺（前角、後角）

(8) バイポーラーによる凝固止血法

(9) 吸引管の使用法

(10)脳の牽引方法、脳ベラの使い方
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1年次の研修目標

専門医の指導のもとに以下の研修を行う

2年次の研修目標

⚫ 入院患者の担当医、外来診療補助、術前の検査,プラニング

⚫ 創傷の診断と治療介助

⚫ 手術介助,皮膚縫合、埋没縫合技術の習得

⚫ 術後療法（ギプス法、スプリント法を含む）

⚫ 局所麻酔法、各種神経ブロック、伝達麻酔

⚫ 各種カンファランス、術前検討会（週１回）、抄読会（週１回）

⚫ レジデント勉強会（春から秋、週１回、専門医が講師を担当）

⚫ 学会発表（地方会を中心）、論文執筆

⚫ 入院患者の担当医、外来診療補助、術前の検査,プラニング

⚫ 創傷の診断法と治療の習得

⚫ 手術介助,縫合技術の完成,易しい手術の執刀

⚫ 術後療法（ギプス法、スプリント法を含む）

⚫ 各種神経ブロック、伝達麻酔

⚫ マイクロサージャリ技術の習得（モデルを用いた）

⚫ 各種カンファランス、術前検討会（週１回）、抄読会（週１回）

⚫ レジデント勉強会（春から秋、週１回、専門医が講師を担当）

⚫ 学会発表（地方会を中心）、論文執筆
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本プログラムは、京都大学心臓血管外科独自の教育プログラム—STEP—(図1)の一部として
位置づけています。外科医としての基礎を固めるだけでなく将来の外科専門医および心臓血
管外科専門医の取得を見据えた知識・技量の修得を目的としています。初期研修期間中に最
大11ヶ月の研修も可能で、心臓血管外科以外の専攻を希望する場合においても、研修を通じ
て他の専門医取得に必要とされる症例経験を積むことができます。対象疾患は先天性心疾患、
虚血性心疾患、弁膜症、重症心不全を含む心筋症、不整脈、大動脈瘤、末梢血管疾患とすべ
ての領域にわたり、その治療法も通常の開心術、ステントグラフト、補助人工心臓、心臓移
植、再生医療と多岐にわたります。

診療の実際から各種検査・手術・術後管理を学びます。クリニカルカンファレンスから最新
トピックスの講義、注目論文の抄読会などで見識を深めます。定期的に行なわれるハンズオ
ンセミナー・動物標本を用いたウェットラボ、手術シミュレーターによるバーチャル手術を
通じて技術の向上を図ります。短期間の研修から３年次以降の専門修練につながる研修とな
るはずです。

1年次の研修目標

⚫ 一人の医師として（それ以前に社会人としても）患者とその家族に対応する際の基本的
ルール、マナーを理解する。

⚫ 総合診療としての問診、身体所見が的確に取れる。

⚫ 血液学的検査、生理学的検査（心電図、呼吸機能検査など）、単純レントゲン、心臓超音
波検査などの一般スクリーニング検査の所見を理解し、判断できる。

⚫ ＩＣＵにおける術後検査（血液学的検査、レントゲン検査）について、その必要性、検査
結果の意味とその対応を理解し、オーダーできる。

⚫ 外科手術に必要な消毒法、無菌操作、ドレーピングなどの準備が出来る。

⚫ 術中・術後の各種モニターの意味とその解釈ができる（心電図モニター、圧モニター：動
脈圧、肺動脈圧、中心静脈圧、スワンガンズカテーテルによる心拍出量測定・混合静脈血
酸素飽和度の意味と解釈、経皮的酸素飽和度など）。

⚫ 循環動態作動薬の分類、投与方法と投与量、作用機序と副作用を理解し適切に使用できる。

⚫ 人工呼吸器の設定と管理ができる。

⚫ 緊急蘇生の手順と方法を理解し、実践できる。

⚫ 上級医の指示のもと、病棟や手術室・ＩＣＵの看護スタッフ、麻酔科や集中治療部の医師
や臨床工学技師と十分なコミュニケーションをとりながら診療を行う。
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2年次の研修目標

⚫ 一般的なスクリーニング検査に加えて、ＣＴやＭＲＩ、心筋シンチグラフィーなどの特殊
検査、とくに造影ＣＴやＭＲＩについてその読影を通じて異常所見の発見や病態の把握が
できる。

⚫ 心臓カテーテル検査の適応と意義を理解し、冠動脈造影の的確な読影ができる。心臓超音
波検査に関して、各種パラメーターの意味と病態との関係を理解できる。経食道心エコー
の概念を理解し、画像の解釈と心臓弁膜症の診断ができる。

⚫ 心臓弁膜症についてその病態生理を理解し、手術適応の判断が出来る。人工弁について機
械弁・生体弁の選択基準を理解する。

⚫ 基礎的な外科手術手技（切開、縫合、糸結び）が、迅速・確実にでき、基本的なカットダ
ウン手技（血管の同定・剥離、吻合）が出来る。

⚫ 人工心肺装置の原理を理解し、運転管理の実際を学ぶ。

⚫ 術後の循環・呼吸動態を十分に把握し、的確な対応・処置が取れる。輸液や薬剤管理、栄
養管理を含めた全身管理が出来る。

⚫ ＩＡＢＰや経皮的心肺補助（ＰＣＰＳ）、補助人工心臓（ＬＶＡＤ）などの循環補助の管
理・運転が出来る。

⚫ 術前カンファレンスで症例提示を行い、術後カンファレンスでは手術内容についてスケッ
チなどを用いながらプレゼンテーションできる。

研修が推奨される診療科

➢ 麻酔科
➢ 集中治療部
➢ 循環器内科
➢ 小児科

図1. 京都大学心臓血管外科 外科修練プログラム
STEP (Surgical Training and Educational Program)  
詳しい内容につきましては、
心臓血管外科ホームページ（http://kyoto-cvs.jp/）をご覧ください

http://kyoto-cvs.jp/
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研修目標

1年次ローテーションでは、外科系診療科として病棟、手術室での患者診療の基本を習得する
ことが目標です。なお、外科専門医を取得する上で必要となる呼吸器外科関連の修練経験は
最低限取得できるよう、配慮します。

2年次ローテーションでは、1年次の研修内容に加え、外科専門医、将来の呼吸器外科専門医
取得のためにさらに習得すべき診療技能の習得を念頭にいれた研修を行います。

実際には、
⚫ 外科医として必要な基本技術（病棟での創傷処置、手術室での糸結び、周術期管理など）
の習得に加え、上級医とともに患者診療を行う。

⚫ 病棟カンファレンスにおいて患者の病状を的確にわかりやすくプレゼンテーションできる
ようになる。

⚫ 院内での処方、指示の出し方、他専門職との連携・チームワークの重要性を学ぶ。

⚫ 呼吸器外科診療に必要な検査・処置に習熟し、臨床応用する。

⚫ 胸腔ドレナージ、人工呼吸器管理などの外科的クリティカルケアも習得する。

⚫ 呼吸器外科診療の柱であるがん治療：呼吸器内科・放射線診断科・放射線治療科などと連
携して行われている集学的治療の知識をまなぶ。

⚫ 外科専門医修練カリキュラム（平成21年4月改定）で定められている、術者または助手と
して経験すべき呼吸器外科手術手技の最低必要症例数は10例。当科の1年次ローテーショ
ン2ヶ月以内に十分経験できる症例数である。

⚫ 科内のその他のカンファレンス(M&Mカンファレンス、放射線科・呼吸器内科との合同カ
ンファレンス)に参加し、呼吸器外科関連の多くの知識を得る。

⚫ 先端医療であり当科で行われている肺移植診療にも参加し、術前管理・周術期管理を経験
する。

⚫ 各種学会（地方会など）での学会発表も経験する。文献の検索、プレゼンテーションの作
成、論文の作成などの方法を、上級医の直接指導のもとに身につける。

具体的な研修内容

⚫ 週に2-3日程度病棟当番担当となる。担当日には呼吸器外科入院全患者を上級医（医員、
スタッフの2名）の直接の指導の下に受け持つことなる。入院患者の胸部レ線、血液検査
等検査により患者さんの状況を把握してもらい、適切な診断・処置の指導が上級医師によ
って行われる。

⚫ 毎週金曜日は呼吸器外科レクチャーもしくはEnglishレクチャーを行っている。呼吸器外科
レクチャーでは各スタッフが呼吸器外科領域の基礎・応用知識をわかりやすく講義する。
Englishレクチャーでは若手医師を含む様々な医師による英語によるプレゼンテーションを
行い、英語をより身近に経験してもらう。
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初期研修

病理志望者を対象とした研修とする。2年次に関しては3ヶ月以上、1年次については別途相

談に乗る。

臓器の切り出し方法と病理診断法に加え、診断に必要な情報収集、検査適正、検体の取り扱い、

治療との関連、的確な依頼内容の記載法など、実践的な知識と技能を習得する。

内容

生検・手術標本における病理組織診断に必要な工程（固定，切り出し，写真撮影、鏡検、診断

書作成）を通じて、診断病理学を学ぶ。病理医志望の場合は病理解剖も必修とする

研修目標

具体例

病理専門医になることを見据え、複数の臓器分野をローテートすることが原則である。

実際には個人の希望、到達度に合わせマンツーマンで指導する。

当科の詳細については、HP https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~pathology/index.html 

をご覧ください。

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~pathology/index.html
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一般目標

個別目標

① 感染症の内科的診療の基礎を身につける
② 医療関連感染対策を理解し実践する

初期臨床研修2年目に当部局のローテーション（2～3ヶ月、1ヶ月は不可）が可能である。
各科に対して横断的に診療介入を行うという当科の特徴から、ローテートは2年目を原則とす
る。

A-1 感染症症例に対する診療を上級医とともに行う

A-1-1 患者の基礎疾患と主科の診療内容を把握し、感染症の鑑別疾患を列挙する。

A-1-2 感染症診断のための病歴聴取と身体診察を行う。

A-1-3 感染症診断のために施行すべき検査を列挙できる。

A-1-4 各種抗菌薬の作用機序、スペクトラム、副作用を理解する。

A-1-5 感染症治療計画の立案を上級医とともに行う。

A-1-6 主科担当医への診療介入を上級医の指導のもとに行う。

A-1-7 治療開始後の各種所見から治療効果の判定を行う。
(経験すべき症例)
感染性心内膜炎、肺炎(市中・院内)、腎盂腎炎、髄膜炎カテーテル関連血流感染、
感染性胃腸炎(クロストリジウム・ディフィシル関連腸炎含む )手術部位感染、
皮膚軟部組織感染、骨髄炎
免疫能低下患者における感染症
(サイトメガロウイルス感染症、深在性真菌症)

A-2 微生物検査室における検査内容を理解し基本的手技を身につける

A-2-1 各種微生物検査検体の適切な採取方法を理解する。

A-2-2 検体の適切な輸送と保存の方法を知る。

A-2-3 グラム染色を自分で施行し、所見を述べる。

A-2-4 各種培地の特性を理解し、培地上の発育所見から菌種の推定を行う。

A-2-5 各種迅速検査の適応を理解し、検査結果を解釈する。

A-3 感染症治療薬の薬物血中濃度モニタリング(TDM)を上級医とともに行う。

A-3-1 TDMが必要な感染症治療薬を列挙できる。

A-3-2 各薬剤について血中濃度測定のタイミングと病態に応じた至適濃度を知る。

A-3-3 血中濃度測定結果をもとに投与量と間隔を立案する。



63

研修目標

研修スケジュール

グラム染色が理解できる。
感染症疑い患者に必要な初期診断・初期治療が理解できる。

終日：当日の診療当番とともに、感染制御部業務にあたる

月 火 水 木 金

14:00

ICT室：症例カンファレンス、
ＴＤＭカンファレンス

研修最終週には、症例等のまとめ発表あり。

B-1 標準予防策を理解し施行する。

B-1-1 衛生的手洗いの手技を習得し、適切なタイミングで施行する。

B-1-2 適切な個人防護用具を選択し正しく使用する。

B-1-3 感染性廃棄物を適切に分別する。

B-2 針刺し事故防止のための適切な手段と事故遭遇時の対処法を身につける。

B-2-1 金属針のない器具を積極的に使用する習慣を身につける。

B-2-2 安全装置付き器具を正しく使用する。

B-2-3 病室での採血・観血的処置には針箱を携帯する習慣を身につける。自分の麻疹、
風疹、水痘、HBｓ抗体価を把握する。

B-2-4 自分の麻疹、風疹、水痘、HBｓ抗体価を把握する。

B-2-5 針刺し事故時に適切な対処と報告を行う。

B-3 感染経路別予防策を理解し、感染管理認定看護師や上級医とともに対策指導を行う。

B-3-1 各種病原体に必要な感染経路別予防策を知る。

B-3-2 感染経路別予防策(接触、飛沫、空気)施行に必要な措置を列挙する。
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１年次の研修目標

脳卒中診療部が対象とする領域は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの急性期脳卒中をは

じめとした脳血管障害です。脳卒中の治療分野では、機械的血栓回収療法やtPAを用いた血

栓溶解療法などの脳梗塞治療、機械的血栓回収療法や脳動脈瘤コイル塞栓術などの脳血管内

手術、内視鏡的・開頭血腫除去術や開頭クリッピング術などの直達手術、さらにはリハビリ

テーションまで多岐にわたり学ぶことができます。脳卒中は多くの医師が直面する疾患です。

そこで、初期研修医が最新の治療体系を学び、適切な診療を行える実力を習得することを目

指します。

脳卒中救急患者に対する初期対応・診断・治療のアルゴリズムを習得し、各種画像診断法・頚
動脈エコー・頚頭蓋ドップラーの手技を獲得する。

⚫ 緊急患者の救急医療
A. 救急脳卒中患者を的確に診断し、所見を把握できる

1. バイタルサインの確認 2.病歴聴取 3.緊急処置の判断 4.重症患者の対応
B. 適切に緊急検査を実施し、結果を正しく解釈できる

1. 一般検査 2.心電図 3.X線写真撮影 4.超音波検査5.CT・MRI撮影 6.脳血管造影
C. 適切な緊急処置を実施できる

1. 気道確保（気管挿管、気管切開） 2.人工呼吸 3.直流除細動 4.腰椎穿刺 5.動脈穿刺

⚫ 病棟での診療

A. SCU、脳卒中病棟での正しい診断ができる

1.臨床症状（診断基準、脳卒中スケール）

1.NIH脳卒中スケール

2.グラスゴー・コーマ・スケール

3.日本脳卒中スケール

2.画像診断

1.ＣＴ検査を行い、診断できる

2.MRI撮像法を理解し、結果を診断できる

3.血管撮影を行い、結果を読影できる

4.SPECT、負荷SPECTの結果を理解できる

5.PET検査の意義を理解できる

6.超音波検査の意義を理解し、結果を判定できる

B. 各病態と診断に応じた治療法を選択できる

1.薬物療法の有効性と副作用

2.手術療法の理解

(1)頚動脈内膜剥離術 (2)バイパス手術 (3)開頭手術 (4)血管内治療
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２年次の研修目標

脳卒中救急患者に対する初期対応・診断・治療の方針を決定できる技量と知識を習得する。
特に重症脳卒中患者管理、脳卒中急性期から慢性期に向けての患者管理法を習熟する。

⚫ 病棟での患者管理と手技

A. 診療の基本、問題点を理解し、病態に応じた治療選択と実施ができる

1.呼吸・循環の管理と対応

2.術前・術後の管理、指導

3.薬物療法の理解と実施

4.栄養管理（中心静脈栄養、経管栄養）

5.全身合併症への対策と管理

B. 脳卒中診療に必要な技術を習得する

1.意識障害、痴呆症の評価と管理

2.頭蓋内圧の管理と亢進症状への対策

3.脳卒中急性期の治療と管理

4.頚動脈エコー法、頚頭蓋ドップラー法

5.脳機能モニタリング法（SEP, ABR, EEG, TCD, ICPなど)

6.神経障害や全身合併症を有する慢性期患者の管理

7.リハビリテーション、回復期リハビリテーション
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診療科（部）見学について
診療科（部）の見学をご希望の方は、各診療科（部）担当者をご確認の上、
氏名・所属(大学・医療機関)・希望日時・人数・希望内容などをE-mailまたはお電話にて
ご連絡下さい。

各診療科連絡先掲載先：http://www.kuhp-education.jp/student/61/kengakukai.html

診療科独自HP WEB見学 研修担当連絡先 担当者

血液内科 ◎ hemato@kuhp.kyoto-u.ac.jp 諫田淳也

糖尿病・内分泌・栄養内科 shyamane@kuhp.kyoto-u.ac.jp 山根俊介

循環器内科 ◎
kengaku_cardio@kuhp.kyoto-u.ac.jp

メールタイトルは、「循環器内科 見学申込」とご入力下さい。
田崎 淳一

消化器内科 ◎ fukuda26@kuhp.kyoto-u.ac.jp 福田晃久

呼吸器内科 ◎ konai@kuhp.kyoto-u.ac.jp

佐藤晋

今井誠一郎

免疫・膠原病内科

〇

ohmurako@kuhp.kyoto-u.ac.jp 大村浩一郎

t12sasai@kuhp.kyoto-u.ac.jp 笹井恒雄

初期診療

〇 tyunoki@kuhp.kyoto-u.ac.jp 柚木知之

救急科

脳神経内科 ◎ neuroofc@kuhp.kyoto-u.ac.jp 脳神経内科事務局

腎臓内科 ◎ kidney2011@kuhp.kyoto-u.ac.jp

腎臓内科学

教授副室

腫瘍内科 ◎ http://oncology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/education/contact 金井雅史

外科交流

△ http://kyoto-u-sa.or.jp/otoiawase 事務局

センター

消化管外科 ◎ hidakoya＠kuhp.kyoto-u.ac.jp

教授秘書室

肥田侯矢

075-751-3650

乳腺外科 〇 hirono＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 乳腺外科・秘書

http://www.kuhp-education.jp/student/61/kengakukai.html
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~hemonc/education/index.html
mailto:hemato@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://metab-kyoto-u.jp/to_doctor/system.html
mailto:shyamane@kuhp.kyoto-u.ac.jp　
http://kyoto-u-cardio.jp/saiyo/
mailto:kengaku_cardio@kuhp.kyoto-u.ac.jpメールタイトルは、「循環器内科　見学申込」とご入力下さい。
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~gastro
mailto:fukuda26@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://kukonai.com/
mailto:konai@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://www.rheum.kuhp.kyoto-u.ac.jp/bosyu
mailto:ohmurako@kuhp.kyoto-u.ac.jp
mailto:t12sasai@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~qqigaku/
mailto:tyunoki@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~qqigaku/
http://neurology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:neuroofc@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kidney-kyoto-u.jp/
mailto:kidney2011@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://oncology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://oncology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/education/contact
https://gisurg.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://kyoto-u-sa.or.jp/otoiawase
https://gisurg.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
https://gisurg.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:hidakokya@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://www.brca.jp/index.html
mailto:hirono@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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京阪電車
神宮丸太町５番出口より東へ徒歩10分

京都市バス 熊野神社前
京都駅にて206系統（D2乗場）乗車
熊野神社前バス停より北へ徒歩５分

神宮丸太町
熊野神社前

アクセス

診療科独自HP WEB見学 研修担当連絡先 担当者

肝胆膵・移植外科 ◎ tsurugi@kuhp.kyoto-u.ac.jp 福光  剣

心臓血管外科 〇 https://kyoto-cvs.sakura.ne.jp/contact/ 病棟・医局

呼吸器外科 〇 yutaka7＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 豊 洋次郎

脳神経外科 ◎ yarakawa＠kuhp.kyoto-u. ac.jp 荒川 芳輝

眼科 ◎ muraoka＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 村岡 勇貴

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 〇 inq＠ent.kuhp.kyoto-u.ac.jp 岡野 高之

整形外科 〇
https://www.seikei.kuhp.kyoto-

u.ac.jp/form/view/index.php?id=10650
整形外科秘書室

形成外科 ✖ prs_info＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 形成外科秘書室

産婦人科 〇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHPFFKBVi2A

klfrkppgDeCJXFvqy_33jxUGUV1xRal7_gYw/viewform
堀江 昭史

泌尿器科 〇 goto＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 後藤 崇之

麻酔科・集中治療部 〇 skawamot＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 川本 修司

小児科 〇 satoshi@kuhp.kyoto-u.ac.jp 才田 聡

放射線治療科 〇 radonc(at)kuhp.kyoto-u.ac.jp 坂中克行

放射線診断科 〇 goohno@kuhp.kyoto-u.ac.jp
子安翔
大野豪

皮膚科 ◎ hifuka@kuhp.kyoto-u.ac.jp 野村 尚史

精神科神経科 ◎
https://psychiatry.kuhp.kyoto-u.ac.jp/contact/

上記フォームよりご相談下さい
磯部 昌憲

病理診断科 ◎ pathology@kuhp.kyoto-u.ac.jp 秘書室

http://hbptsurgery.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:tsurugi@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://kyoto-cvs.jp/
https://kyoto-cvs.sakura.ne.jp/contact/
https://www.thoracic-kyoto-u.gr.jp/
mailto:yutaka7@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://neurosur.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:yarakawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://www.ophthalmol.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:muraoka@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~ent/Invitation/
mailto:inq@ent.kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://www.seikei.kuhp.kyoto-u.ac.jp/recruit/
https://www.seikei.kuhp.kyoto-u.ac.jp/form/view/index.php?id=10650
http://keisei.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:prs_info@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~obgy/training/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHPFFKBVi2AklfrkppgDeCJXFvqy_33jxUGUV1xRal7_gYw/viewform
http://www.urology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/student/index.html
mailto:goto@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://anesthesia.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
mailto:skawamot@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~pediatrics/specialist/voice/
mailto:satoshi@kuhp.kyoto-u.ac.jp
http://radiotherapy.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://kuhp.kyoto-u.ac.jp/
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~diag_rad/join.html
mailto:goohno@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~skin/
mailto:hifuka@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~psychiat
https://psychiatry.kuhp.kyoto-u.ac.jp/contact/上記フォームよりご相談下さい
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~pathology/index.html
mailto:pathology@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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