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血液・腫瘍内科

■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。さらに、血液・腫瘍

内科学における基本的な知識や処置の習得に努める。
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。
医の倫理・医療安全を理解し、実践できる。
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談、身体診察に習熟する。
内科診断学に必要な基本診察（問診、理学所見の取り方など）を修得する。
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。
一般検査における異常値や画像診断の異常所見に対し、適切な評価を行い、的確に次のス
テップが考えられるようになる。
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。
感染予防行動を理解し、実践できる。
採血、尿道バルーン挿入、血液培養採取などの基本的処置を習得する。
抗菌薬の種類・特性を学び、適切な抗菌薬の投与を行うことができる。
輸血関連検査を理解し、適切に輸血を行うことができる。
サイトカイン製剤（G-CSFなど）を適切に使用することができる。

■２年次の研修目標
幅広く内科診療を修得するとともに、血液・腫瘍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修得する。
輸液療法などの全身管理を適切に行うことができる。
血液内科学における基礎的検査（血液検査、鉄代謝、免疫学的検査、血漿蛋白検査、出血
凝固系検査など）が理解できる。
骨髄穿刺、腰椎穿刺、中心静脈確保などの補助ができ、その技術を習得する。
細胞表面マーカーによる細胞診断や染色体・遺伝子学的診断法を習得する。
免疫組織染色を含む病理診断を学ぶ。
抗がん剤の種類・特性・副作用を学び、標準的な治療を行うことができる。
抗がん剤の安全な投与、抗がん剤曝露のリスクについて理解し、実践できる。
主な造血器腫瘍（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫）ならびに類縁疾患の病態を理解
し、診断・治療を習得する。

■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
病理部
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糖尿病・内分泌・栄養内科
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■１年次の研修目標
内科医として適切な診療を行なうために、病棟において基本的な診察・治療手技を修得するとと

もに、看護スタッフなど他職種と協力して患者のケアを行なう能力を涵養することを目標にする。

診療チームで患者さんに最も近い立場として診療とケアを担当できる基本的な能力を身につける。
上級医および医療スタッフなどとの意思伝達が積極的・的確にできるコミュニケーション力を身
につける。
全科に共通する基本的な医療面接、身体診察に習熟する。
日々の診療録への迅速・的確な記載および退院サマリーの期限内完成など診療に必須の基本的タ
スクに習熟する。
一般的な臨床検査、画像診断に関して、的確な検査計画、基本的な所見評価が可能となる。
ベッドサイドにおける患者診療を担当できる基本的な知識と技術を修得する。
緊急的な処置に際して、チームの一員としての役割を果たすことができる。
栄養療法、患者教育、療養指導の重要性について認識を深める。
糖尿病および内分泌疾患の専門的診察を行ない、解釈できるようになる。また、上級医の指導下
で各種負荷試験を実施し、評価できるようになる。

■２年次の研修目標
糖尿病・内分泌・栄養内科の専門性あるいは関連診療科の専門性をみすえた診療技能を修得する。

食事療法、運動療法、薬物療法の基本について習熟する。
患者さんの生活背景、社会的背景について的確に聴取できる能力を身につける。
糖尿病患者教育、療養指導に参加する。
糖尿病の成因・病態分類、網膜症、腎症、神経障害の診断・重症度について的確な検査計画、基
本的な所見評価が可能となる。
動脈硬化性疾患についてのリスク評価と緊急度の認識ができる。
糖尿病チーム医療の一員として、他職種（看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士など）との連
携・情報伝達ができ療養方針決定について積極的にかかわることができる。
糖尿病および内分泌疾患を正確に診断・評価するための負荷試験、画像検査等を的確に計画し、
実施する。

■研修が推奨される診療科
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



循環器内科
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■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習得する。
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。
循環器疾患は急性冠症候群、心不全など緊急対応を要する患者が多く、担当医として診断・治療
に関わり、循環器疾患の治療を学ぶ。
学会発表を行う。
冠動脈・末梢動脈の解剖を理解する。
PCI、PTA、アブレーション、TAVIなどの侵襲的手技の適応基準を理解する。
電気生理学検査（EPS）やアブレーションの電気整理学の基本的事項を理解する。

■２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。
心エコー、右心カテーテル検査に携わる。
学会発表、論文発表を行う。

■研修が推奨される診療科
ICU、救急部
麻酔科
放射線科
心臓血管外科



■１年次の研修目標
主治医団の一員として最前線で消化器内科病棟入院患者を受け持つことを通じ、内科医として必須の

診断・治療法を身につけながら、消化器内科の基本診療についても学ぶ。

ベッドサイドにおける患者診療を担当できる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、胸腔穿刺、腹腔穿刺など）を修得する。
患者とコミュニケーションをとりながら的確に病歴を聴取する。
全身の身体所見を正しくとり、正確に診療録に記載する。
全身評価の検査（血液検査、胸腹部レントゲン検査、心電図、尿検査、血液ガス、便検査）を
オーダーもしくは自ら行い、結果を正しく評価する。
病歴、身体所見、検査結果に基づき、上級医とともに初期診断、初期の治療計画を立てる。
必要に応じ的確な追加検査をオーダーできる。
文書記載法（サマリー、対診依頼、診断書など）を身につける。
輸液管理、体液管理に関する基本的知識を身につける。
カンファレンスや症例検討会で的確な症例プレゼンテーションを行う能力を養う。
日常の内科臨床や救急でよく遭遇する主な消化器疾患について、超音波検査・内視鏡検査/
治療・放射線検査の適応・方法につき学ぶ。
受け持ち患者については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における診断力を養う。

■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・治療につき実技を

交えながら学ぶ。

消化器疾患患者について、背景基礎疾患（循環・呼吸・腎・糖代謝）の評価を的確に行う。
消化器系検査（超音波検査、内視鏡検査、放射線検査）の検査計画を立て、結果の評価を行い、
自ら治療計画を立てる。
消化器がん診療の基本を修得する。がんの病期診断と進行度に応じた治療法の選択を理解し、
使用する抗がん剤の作用機序や副作用、疼痛管理などについても習得する。
内視鏡検査については、鉗子生検や内視鏡的治療の助手となる。
腹部超音波検査の基本を習得し、超音波ガイド下処置の仕組みを理解する。
肝癌のラジオ波熱凝固治療の原理を理解する。
炎症性腸疾患患者の重症度診断、上級医指導のもとに治療計画をたて、血中濃度モニタリングに
基づく免疫抑制剤の管理を行う。
重症患者(劇症肝炎、重症膵炎等)のICU管理を行う。
学会（地方会）において症例報告を行う。

■研修が推奨される診療科
消化器内科専門医となるためには、消化器内科の研修とともに、２年目に消化器外科

（消化管外科または肝胆膵移植外科）、場合によっては放射線科（画像診断）の研修が推奨される。
また内科系として、１年目あるいは２年目に、循環器内科やICUの研修が望まれる。

消化器内科
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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析
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，操作を行いつつ観察・介助
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.

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．
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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．

■研修医教育プログラムについて
<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２－４週 分野別レクチャー（約１２コマ）※

第８週 指導医による評価とまとめ

※分野別研修医レクチャー
各分野の担当者が解説するレクチャーシリーズ．2ヶ月毎に各レクチャーを1回ずつ開催。
日程は適宜調整。

※※ 2013年より、画像診断については「胸部単純X線写真の読影」(担当;平井)として
『研修医のためのユニット式レクチャー』の一環で開催中。

動脈血ガス分析 三嶋
気管支鏡 佐藤晋

画像※※ 平井

COPD 室

喘息 松本

間質性肺疾患 半田

呼吸器感染症 伊藤穣

肺炎の治療 伊藤功朗
肺癌 金

呼吸管理(NPPV)
睡眠時無呼吸(SAS)

陳

小賀
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■週間スケジュール

尚、『呼吸器内科研修医マニュアル』『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』；全61ページにわたり，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．(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』：全47ページにわたり，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．

■診療科からのメッセージ
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。

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。

■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

火 10:30-11:30 気管支鏡* 外来棟内視鏡センター

16:30-17:30 感染症カンファレンス 積貞5階会議室

18:30-19:30 間質性肺疾患カンファレンス 積貞5階会議室

水 14:00-15:30 気管支鏡* 外来棟内視鏡センター

18:00-19:00 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
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■１年次の研修目標
膠原病やリウマチ性疾患は全身の疾患である。他の診療科の知識も含めて広く習得するとともに、
当科疾患の基本的な診断・治療法を実践することを目標とする。

診療チーム（3名）の最前線で、急性期患者（発熱・多関節炎患者など）の鑑別診断の仕方を習得す
る。また膠原病の各疾患に特徴的な所見を学び、基本的な診察、特に全身の身体所見を正確にとるこ
とができるようにする。
分類基準を学び、個々の膠原病の診断とその重症度を評価できるようにする。疾患標識抗核抗体を
はじめとした免疫学的血液検査や関節レントゲンなどの検査の的確なオーダー方法とその読み方を
習得する。
慢性疾患である全身性リウマチ性疾患の患者に長時間接することで、患者QOLを高めるための治療
方針の決め方を習得する。
非ステロイド抗炎症薬、ステロイド、抗リウマチ薬（免疫調節薬）、免疫抑制薬、生物学的製剤
などを用いたリウマチ・膠原病内科治療の基本を学ぶ。
SOAPにしたがって毎日の患者の状態を正確に記載する。また退院サマリーの書き方を学ぶ。

■２年次の研修目標
免疫・膠原病内科の専門性を見すえた診療の習得を目標とする。

診断のついていない発熱・関節炎入院患者に関しては、自ら鑑別診断をあげ、それに関する臨床
症状の確認やスクリーニング検査を行い、疾患の絞り込みを行えるようにする。
膠原病に関する全身の診察を正確に行い、疾患に関する検査や組織学的検査のオーダーやその解釈
を正確に行うことで、疾患の確定診断を下せるようにする。
疾患活動性を正確に評価し、いかなる治療が好ましいかを上級医に提案できるようにする。
非ステロイド抗炎症薬、ステロイド、抗リウマチ薬、免疫抑制薬、生物学的製剤の有効性を知り、
同時に副作用の予防法についても学ぶ。
リウマチ・膠原病が全身性疾患であることから、他科との有効な連携の取り方を学ぶ。
1年次よりも多くの入院患者を担当することで、急変時の対応の仕方、ベッドサイドにおける超音波
検査の行い方など内科的な一般的技術も習得する。

■研修が推奨される診療科
腎臓内科
呼吸器内科
放射線診断科
整形外科

その他、検査部・感染制御部、ICU、初期診療・救急科、精神科神経科、眼科、皮膚科など。

免疫・膠原病内科
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初期診療・救急科

11

総患者数 救急搬送数 延べ入院患者数

2010 年 8,284 2,344 840
2011 年 8,471 2,609 765
2012 年 8,476 2,940 1,175
2013 年 7,935 2,545 1,040
2014 年 8,043 2,546 1,002
2015 年 10,073 3,699 2,049

■ 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。

【 特別プログラム：救命救急センターでの院外研修 】
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)

■ 診療科の体制

教授 1 名、准教授 1 名、講師 1 名、助教 5 名、医員 4 名、大学院生 2 名
【専門医等】

救急科１２名、集中治療3名、熱傷１名、外科4名、麻酔科２名、内科認定・総合４名
消化器病1名、神経内科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
IVR１名、ICD３名

■ 診療科の主な症例と症例数（またはベッド数）
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【病床】
急性期病床 13床（初期診療・救急科専有）
その他、混合病床としてICU 16床・CCU 8床・SCU 6床

■ フレームワーク

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。

○見学申込・問い合わせ先
大鶴 繁（講師・医局長）
℡075-751-3126 
ohtsuru@kuhp.kyoto-u.ac.jp



神経内科

■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。

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。

■２年次の研修目標
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。

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。

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
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腎臓内科

■１年次の研修目標
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。

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。

研修医向け腎臓内科レクチャーは月2回開講され、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。

■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・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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がん薬物治療科
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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、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、化学療法を含めた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
対応を学ぶことを目標とする。
具体的には下記の通りである：

１ がん患者について、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、それぞれの治療方法の適
応・利点・欠点を理解する。

４ 化学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。

当科におけるOncologistのキャリアパス

■見学・問い合わせ先
がん薬物治療科 連絡先
医局長 松本 繁巳 e-mail：motocame@kuhp.kyoto-u.ac.jp

tel：075-751-3518
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外科
（消化管外科、肝胆膵・移植外科）
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■研修概要
京都大学外科では関連診療科と連携の上、初期研修期間で外科診療に必要な基礎知識、外科的手技の獲
得を目標に効率良く研修してもらえるような研修プログラムを用意しています。本プログラムでは、い
わゆる外科common diseaseの治療はもちろんの事、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・治療手段の習得に加え、一般的薬物療法の理解を深め、全身管理が可能となるレベルの達成をサ
ポートします。

■本研修プログラムのねらい
１）“考える外科研修医の養成”—基礎知識の習得と病態把握
人の顔がそれぞれ違う様に、人の病気もそれぞれ違います。個々の患者さんの病態の理解には、医学一
般の基本的知識の習得が不可欠です。特に外科臨床では、術前術後にダイナミックに変化する病態の把
握が必要で、そのためには局所解剖、病理学、腫瘍学、病態生理学、代謝・栄養学、感染症、免疫学、
創傷治癒、血液凝固・線溶機能などの知識の習得が重要です。その知識を基に一例一例、考える習慣を
身に付けてもらいます。病棟での仕事は確かに多いですが、それに忙殺されることなく、「この患者に、
一体何がおこっているのか？」を研修医自身が考え続けることが大切で、その都度研修医の理解度に応
じた指導を行っていきます。

２）“決断できる外科研修医の養成”—行うべき検査の決定、結果の解釈と治療方針の決定

目の前の患者さんの状態把握に、どのような検査を、どのような順番で行うかを決定する事は臨床上重
要な事項です。外科臨床では扱う臓器も多岐に亘り、診断確定に必要な検査も多くあります。採血、超
音波、CT、MRI、各種シンチグラフィー、消化管造影等の検査の組み合わせと診断能力の習得を目指し
ます。その結果により、治療方針を決定してゆくプロセスを学んでもらいます。

３）“手の動く外科研修医の養成”—処置、手術手技の習得
外科臨床ベットサイドで行う一般手技（中心静脈カテーテル留置、胸腔・腹腔穿刺、ドレーン管理な
ど）の理解のみならず、一部はモデルを用いた手技の習得をしてもらいます。うまくなるコツはうまい
人の手技をひとつでも多く観て技術を盗むことだと昔からいわれています。手技の習得は外科医にとっ
て必須ですが、ここで大切なのは手技に伴う合併症の理解です。なにかを行う前にどういう合併症が起
こり得るか、その場合にいかなる対処を講じるかをあらかじめ理解しておくことが極めて重要です。実
際の手術ではそれぞれの習熟度によりどこまでを経験してもらうかを決めていきます。
４）“当たり前の社会人の養成”—医の倫理の遵守・チーム医療
昨今のような高度医療社会のなかで、医師に求められる資質は数多くありますが、特に医の倫理・チー
ム医療を意識した“ヒトとしての成熟”を重視しています。本研修プログラムでは全ローテーション期
間を通じて、信頼される医療者としての自己研鑽が自然に達成される様な指導に留意しています。
５）“時代を切り開く外科研修医の養成”—学究的態度の日常化
ある時点で最良と思われている医療が、時の変遷と共に時代遅れとなることは歴史が証明しているとこ
ろです。現在の臨床上の緒問題の解決・改良には常に問題意識を持つこと、新しい情報の収集をするこ
と、そしてなにより考え続けることが重要です。当研修プログラムでは、カンファレンスでの発表（場
合により学会での発表）を通じて学究的態度を身につけてもらうことを１つのねらいとしています。
次世代の医学の発展、医療の向上を担うエリートの育成に力を注ぎます。
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■研修内容
本プログラムは消化管外科、肝胆膵・移植外科、小児外科の３つの診療科により運営されています。研修
１年目は消化管外科または肝胆膵・移植外科で２ヶ月間、２年目は上記３つのいずれの診療科でも研修可
能となっています。専門研修希望者は、消化管外科、肝胆膵・移植外科、乳腺外科、小児外科の４つの診
療科において、それぞれの分野の研修を行ないます。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。

■１年次の研修目標
１）上記５つの研修プログラムのねらいのなかで、まず、当たり前の社会人になってもらいます。

大学病院では一人の患者の治療に多くのスタッフが関わります。チーム医療のなかでは、ヒトと
しての成熟・信頼される医療者としての資質が問われ、それには研修１年目から給料を得ている
プロフェッショナルとしての自覚と修練が極めて重要です。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。
また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。
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。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
決定に携わってください。
また地方会での学会発表を行って頂きプレゼンテーションスキル向上に役立てて頂きたいと思います。

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：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、皮膚縫合などを習得してもらいます。
６）医療安全、感染対策の講習会に参加して頂き、外科医として医師として知っておかねばならない

最新のトピックスについて学んで頂きます。
７）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、研修に成功したひとは、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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■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って
ください。

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、いついかなる時に突然
「やってみろ」と言われても自分でできるように、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
消化器内科、放射線科、麻酔科など

■診療科からのメッセージ
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、数年前から始まったスーパーローテーションの結果、「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
・肝胆膵・移植外科、小児外科

上本 伸二 教授
連絡先：０７５−７５１−３６５１

（担当：八木 真太郎 助教; e-mail: shintaro@kuhp.kyoto-u.ac.jp）
・消化管外科

坂井 義治 教授
連絡先：０７５−７５１−３６５０

（担当： 肥田 侯矢 院内講師; e-mail: hidakoya@kuhp.kyoto-u.ac.jp）



小児外科
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■研修概要
京都大学外科では関連診療科と連携の上、初期研修期間で外科診療に必要な基礎知識、外科的手技の獲
得を目標に効率良く研修してもらえるような研修プログラムを用意しています。本プログラムでは、い
わゆる外科common diseaseの治療はもちろんの事、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・治療手段の収得に加え、一般的薬物療法の理解を深め、全身管理が可能となるレベルの達成をサ
ポートします。さらに専門研修では、外科専門医制度のカリキュラムに沿って、消化管外科、肝胆膵・
移植外科、乳腺外科、小児外科の４つの診療科で研修を行ないます。

■研修内容
本プログラムは消化管外科、肝胆膵・移植外科、乳腺外科、小児外科の４つの診療科により運営されて
います。研修プログラムでの外科の研修期間は選択されたプログラム毎に異なりますが、今後の進路を
ふまえ、小児外科にすすむ研修医だけではなく、小児に興味があり、小児科、小児麻酔科、小児放射線
科、小児泌尿器科などを希望されている研修医も外科の枠内であるいは選択枠で小児外科を選択してい
ただけいればと考えています。
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
することを学んでいただきたいと思います。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。手術に関しては鼠径ヘルニアをまず十分に理解してもらいたいと思います。
当院の小児外科では生体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。

■問い合わせ先
・小児外科 上本 伸二 教授

連絡先：０７５−７５１−３６５１
（担当：岡島 英明 准教授; e-mail : ho1962@kuhp.kyoto-u.ac.jp）



乳腺外科

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。

■１年次の研修目標
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。
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
外科の基本診療にくわえ乳腺外科の専門性をみすえた診療技能を習得する。

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
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眼科

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。

■初期研修１年目

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

■初期研修２年目

２年次には、眼科を最長で１１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。21



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

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。

■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。

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。
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小児科
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■理念
少子化問題が語られるようになって久しい。多くの国民の小児科専門医指向が高まる中、小児科専門医

の需要は高まる一方である。小児科で扱う疾患は各領域にまたがり、急性疾患から慢性疾患まで範囲が広
い。また、小児疾患は年齢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す。さらに、
状態が急速に変化することが多く、症状の変化を適時、的確にとらえ、迅速に処置を行える技術の収得が
必須である。また、学校生活や保護者が遭遇する様々な状況に対し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
である。

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の
実践が行え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る。そのために、大
学附属病院、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
一般医療、先端医療を推進するとともに、それにあたる人材の育成、確保に努めている。

また、一般小児科専門医としての実力に加えて、自分の得意とするサブスペシャリティーを身に付けて
行く必要があり、そのため特徴ある関連病院と大学で研修することにより、サブスペシャリティー学会専
門医の取得を奨励している。一方、明日の医学を創り出すのに必要な情報を発信するため、大学院教育を
充実させ、研究能力を有する人材を確保し、大学院大学の持つ診療、教育、研究の３つの使命の推進をは
かっている。

■小児科臨床研修コース
１．概要
・ 卒後２年：各研修施設の臨床研修プログラムに沿い、スーパーローテート研修を行う。
・ 卒後３年～：原則的に京都大学小児科に入局し、学内学外で小児科研修を行う。
・ 卒後５～７年目：大学院、大学附属病院（医員）、学外（関連病院医師）において、各分

野の専門医（サブスペシャリティー）を目指して、基礎研究・臨床研究・臨床研修に努め
る。又、卒後６年目を目途に小児科専門医資格を取得する。

２．学内での研修方法

・小児科病棟においては、
基本的に(A)ローテーター、(B)卒後３年目の医員、
(C)医員・大学院生、(D)助教または講師、の４人
主治医制をとる。主治医間、臨床グループ単位

（血液・悪性腫瘍、循環器、神経、免疫アレルギー、
代謝・内分泌）で綿密な症例検討を行っている。

・一般外来・専門外来においては、外来担当医師の
もと外来診療を研修する

・NICUにおいては、指導医のもと受け持ち医として
診察・診断・治療方針を学ぶ。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
以外の症例に関してもできるだけ多くのことに
ついて学ぶ。
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■初期研修１年目
小児の診察に慣れ、基本的手技に対する恐怖心をなくす。
病児を全人的に理解し、病児・家族（特に母親）と良好な人間関係を確立する。
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）を施行する。

■初期研修２年目
総合診療としての小児科の基本を経験・体得する。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、理解できる（例：輸液、栄養、抗菌
剤の選択、呼吸管理、薬物療法）。指導者の下で診察、基本的手技ができる。
看護師やコメディカル・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
ムとしての小児医療の在り方を理解する。

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う。

※基本的手技
採血・皮下注射 胃洗浄
静脈注射・点滴静注 腰椎穿刺・骨髄穿刺
吸入療法 新生児の採血・点滴確保
浣腸 新生児の光線療法の管理
導尿 新生児の頭部エコー

輸血 新生児の心エコー

※研修の具体例

■関連病院

静岡県立こども病院
静岡県立総合病院
静岡市立静岡病院
市立島田市民病院
松波総合病院
福井赤十字病院
福井県立病院
彦根市立病院
公立甲賀病院
滋賀県立小児保健医療ｾﾝﾀｰ
大津赤十字病院
公立高島総合病院
日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ病院
国立病院機構京都医療ｾﾝﾀｰ
京都市桃陽病院

京都桂病院
洛和会音羽病院
三菱京都病院
京都市立病院
京都逓信病院
医仁会武田総合病院
国立病院機構南京都病院
国立病院機構宇多野病院
聖ヨゼフ整肢園
宇治徳洲会病院
奈良社会保険病院
大和高田市立病院
天理よろづ相談所病院
国立循環器病ｾﾝﾀｰ

枚方公済病院

田附興風会北野病院
大阪赤十字病院
市立岸和田市民病院
大阪府済生会中津病院
大阪北逓信病院
日赤和歌山医療ｾﾝﾀｰ
兵庫県立塚口病院
神戸市立西神戸医療ｾﾝﾀｰ
神戸市立中央市民病院
神戸市総合療育ｾﾝﾀｰ
神戸市先端医療ｾﾝﾀｰ
赤穂市民病院
財団法人倉敷中央病院

島根県立中央病院



皮膚科

27

■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ので，担当教官である中嶋千紗先生に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



泌尿器科
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泌尿器科初期研修では、原則としてスタッフドクター（助教以上）・後期研修医（医員）とグループ
となって、各患者への診療にあたることとなる。主に、入院患者の診療を中心に、泌尿器科疾患の理解
を深め、泌尿器科分野にとどまらない外科的・内科的な基本的手技についても習得を目指す。スタッフ
らによるきめ細かい指導によって1年次での研修でも十分対応可能な体制となっている。

また多数の基幹病院が関連施設となっており、大学病院外でも適宜泌尿器科研修が可能である。

■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
がん薬物治療科
放射線診断科、治療科 など

■初期研修用プログラム「大文字会フレッシュ会員」
卒業前あるいは必修研修の期間に、将来の専門に泌尿器科を考え、京大泌尿器科の「専門医教育プロ

グラム」参加を考えている方、また、卒後臨床研修中にも泌尿器科の専門知識や会合への参加を積極的
に希望する方に、京都大学泌尿器科同門会「大文字会」は「フレッシュ会員」制度を導入している。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、入局までの期間を見守っていくための気軽に
活用可能なシステムである（詳細は泌尿器科HPよりお問い合わせください）。

案内する研究会等：泌尿器科マンスリーミーティング（年5回）、泌尿器科手術研究会、関西地方
会、ほか

■診療科の主な症例と症例数
当科は泌尿器腫瘍学をメインテーマとしているが、排尿機能学・移植・生殖医療・小児泌尿器科学・尿
路結石症・感染症など良性疾患にも幅広く対応している。

京都大学泌尿器科での近年の年間手術数は、尿路生殖器癌 260-280例、副腎腫瘍 10-20例、前立腺
肥大症 20-30例、腎移植 2-6例、小児泌尿器 30-40例、男性不妊症 10例、骨盤臓器脱・尿失禁
10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る。
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200例以上の症例数と
なっている。現在では腎部分切除・膀胱全摘術・腎盂尿管移行部狭窄症根治術にもロボット手術を導入
し、低侵襲医療を実践している。さらに単孔式体腔鏡手術や人工括約筋埋め込み術などの最先端の高度
先進医療も積極的に導入している。
手術症例以外にも尿路生殖器癌に対する化学療法・分子標的治療、腎移植後の全身管理など総合的な知
識が習得できる環境が整備されている。
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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8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。

■関連大学病院
宮崎大学、兵庫医科大学、関西医科大学ほか多数。
詳細は京都大学医学研究科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/

■後期研修修了後の進路
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。

■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となると考えられます。
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とも言えるでしょう。京都大学泌
尿器科は日本全国に関連施設が存在しており研修先にも不自由しません。
もし興味のある学生・研修医のみなさんは気軽にスタッフへ声をかけてください。見学も随時可能です。
一緒に新たな泌尿器科学へチャレンジしていきましょう！



耳鼻咽喉科・頭頚部外科
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■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ンションを通じて、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5月にかけて、研修医・医員向けにモーニングレクチャーを行い、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。本モーニング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
医療文書の作成や症例のサマライズを適切に行うなど、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すえた診療技能を修得する研修であ
る。当科では4,5月に行われるモーニングレクチャー、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。

耳鼻咽喉頸部の所見がとれて、病変の局在についてある程度の言及ができる
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）

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
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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
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

以上より2年目は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の診察・治療に必要な知識を身につけ一部は実践できる
ことを最低限求める。1年次で身につけた能力を基本に、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の診察に応用するこ
とが求められる。

■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
（ア）モーニングレクチャー（毎年）

① 年2回
② 当科および関連他科のスタッフによる1回当たり15コマ

（1コマ1時間）の講義
① 耳鼻咽喉科レジデントマニュアル（当科で作成した91ページに

わたるマニュアル）配布
（イ）側頭骨乾燥標本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）
（ウ）側頭骨wet bone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）
（エ）鼻・副鼻腔解剖実習（年2回）
（オ）頭蓋底解剖実習（年1回）



整形外科
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■１年次の研修目標
プログラムによって異なるが、1〜３ヶ月の選択が可能である。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。

■２年次の研修目標
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である。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となっており、整形外科希望者は長期の研修を受けること
が可能である。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や、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。

■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、研修が可能である。
（2016年6月1日現在、正式に研修医プログラムは決まっておらず、日本専門医機構の指針に従い専門研修
プログラムを申請中の段階である）

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

<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：新井隆三
rarai@kuhp.kyoto-u.ac.jp



精神科神経科
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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。
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主な検討会とレクチャー

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

•発達勉強会 第2・4月曜17時半 〜
児童発達領域における講演・文献抄読・研究報告

•神経心理勉強会 月2回
脳損傷・神経心理領域の英語論文抄読・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

•OTPP勉強会
“Oxford textbook of psychiatry and philosophy”の抄読

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)



放射線治療科
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当科の研修スケジュール

京大病院放射線治療科初期研修プログラムでは、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。

研修プログラム前半では、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２～４年間です。

到達目標
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、術中照射などの、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



放射線診断科
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■初期臨床研修：1年次
原則として1ヶ月コースのみ受け付ける
放射線診断科における１年次初期研修の目標は以下の通りである。

ＣＴ読影力養成
正常解剖を知り、病変の部位を解剖学的に記述できる
一般的に用いられる撮像法とその特徴を理解する
上記に基づき頻度の高い基本的疾患について読影できる

MRI、核医学、超音波検査、血管造影検査
やる気のある者、将来進路に放射線診断科を考慮している者は上記オプション枠の設定が
可能となることがある。（要事前相談）

■初期臨床研修：2年次
放射線診断科における2年次初期研修の目標は以下の通りである。
選択期間により可能な研修内容が異なるため、下記のように分類する。
(なお諸般の事情により２ヶ月未満の研修は受け付けていない。また３ヶ月以上のコースは原則的には
将来放射線診断科へ進むことを希望もしくは検討しているもののみ受け付ける。事前に下記研修担当
まで相談して下さい。研修内容についても相談可能。)

Ⅰ．２ヶ月コース
ＣＴ：胸腹部と頭部の基本的読影力養成
正常解剖を知り、病変の部位を解剖学的に記述できる
一般的に用いられる撮像法とその特徴を理解する
撮像プロトコールと造影剤の使用法を説明できる
造影検査について患者に説明し正しく同意をとることができる
上記に基づき頻度の高い基本的疾患について読影できる

MRI：頭部と脊椎の基本的読影力養成
正常解剖を知り、病変の部位を解剖学的に記述できる
一般的に用いられる撮像法とその特徴を理解する
造影検査について患者に説明し正しく同意をとることができる
上記に基づき頻度の高い基本的疾患について読影できる

核医学
一般的に施行されている核医学検査について、その特徴を知る
一般的検査について基本的な読影ができる
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検査実施
ＣＴ

造影剤注入機の操作を正しく行える
適切な造影剤を適切な量、適切な速度で投与する
適切にルート確保できる
注射漏れや造影剤副作用などに対して適切に対処できる

MRI
安全な検査実施について配慮できる(危険物を持ち込まないなど)

核医学
適切な薬剤を適切な対象に正確に投与できる

読影実務
モニタ診断装置の特徴や使用法を知り、適切に使用できる
検査目的に応じて必要な画像を選び、所見を検出することが出来る
検出した所見をまとめて診断結果について討論することが出来る

報告書（読影レポート）作成
検出した所見や下した診断に基づき明確な報告書を作成できる

※超音波検査の研修については放射線診断科を将来進路に考えている者のみ（要相談）。

Ⅱ．３ヶ月以上のコース
Ⅰの内容のうち検査実施の項目を達成することを前提に、１タームを１ヶ月とし、血管造影研修を含
む複数のタームをローテーションする。これにより画像診断専門医としての基礎を偏りなく固める。
可能な限り複数回の学会発表を行い、地域的な研究会はもとより、海外を含めた遠隔地で開催される
学会へも参加させる。
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■１年次の研修目標
本院での初期研修では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ヶ月の集中治療部研修

が可能である。麻酔を研修する目的は２つある。１つは現代医療において極めて大きなウェイトを占め
る手術治療に参加することによって、手術がどのように行われどのような役割を果たしているかを理解
することであり、もう一つは気道確保や人工呼吸、ライン確保、モニターによる患者監視といった医療
の基本的手技を集中的に学ぶことである。集中治療部研修では、術後患者を中心に重症患者の管理を体
験する。

麻酔科医、執刀医、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。
カルテや患者から病歴聴取、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、循環監視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）、ライン確保、
動脈カテーテルの挿入、経鼻胃管の挿入の手技に習熟する。
身体兆候、モニター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の位置づけとして
１）将来の専門領域として麻酔科学を目指す研修医に対する麻酔科研修
２）将来他科での専門研修を目指す研修医に対する関連領域としての麻酔科研修

の２つを想定している。

１）麻酔科を将来の専門領域とする研修医向けの研修内容
麻酔科が携わる診療領域は、手術室での麻酔、痛みの治療、集中治療、緩和医療と多岐にわたる。この
研修ではこれら麻酔関連領域を広く研修領域として提供し、診療技術のスキルアップを図ると共に将来
の麻酔科専門医としてのキャリアプランニングに資することを目標としている。具体的には研修医の希
望に合わせて、中央手術室での麻酔、デイサージャリーでの麻酔、集中治療、疼痛治療、緩和医療の各
領域あるいはそれらを組み合わせたプログラムを提供することが可能である。
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中央手術室での麻酔研修
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手術前の患者と面接し、麻酔に関連する説明が行える。
②困難気道症例への対処法を学ぶ。
③ハイリスク症例への麻酔計画を学ぶ。
④危機的出血への対処法を学ぶ。
⑤開心術、移植手術などの高度な麻酔管理を学ぶ。
⑥中心静脈カテーテルの挿入法を学ぶ。

デイサージャリーでの麻酔研修
手術部での研修目標に加え特に以下のことを目標とする。

①日帰り手術（ambulatory surgery）を成功させるための麻酔管理にどのようなスキルがあるか
理解する。

②日帰り手術の成功にとって障害となる周術期合併症について理解し、その予防法、治療法について
理解して実践できる。

③ラリンゲルマスクの構造ならび利点・欠点を理解し、適応を判断し、正しい手順で挿入して
麻酔管理ができる。

④疼痛管理法としての末梢神経ブロックの重要性を理解して超音波エコーガイド下に安全に施行
できる。

疼痛治療研修
①痛みの評価法を学ぶ。
②オピオイドを含む鎮痛薬、鎮痛補助薬の使用法を学ぶ。
③神経ブロックの適応と手技を理解し、患者さんに説明できる。

集中治療部研修
①重症患者の病態把握が出来る。
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各種血液浄化の適応の決定、実践が出来る。
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。

緩和医療研修
①緩和ケアチーム（がんサポートチーム）の活動に参加する。
②がん性疼痛の診断を行い適切な目標設定を行い具体的な治療方針について提案、実践できる。
③がん性疼痛治療としての神経ブロックの適応の決定、実践ができる。
④がん患者の疼痛以外の身体症状について適切にマネジメントできる。
⑤がん患者および家族の抱える心理的精神的、社会的な問題を理解する。

■研修が推奨される診療科
放射線診断科、神経内科、循環器内科、ICT

２）将来、他科での専門研修を前提とした麻酔科研修
他科の専門性のスキルアップのために麻酔関連領域を選択する場合には手術室の麻酔研修と集中治療部
研修が対象となる。研修の内容、目標は１）と同様であるが、研修によって得られるスキルは、将来ど
の診療科で専門研修を行うにしても必ずや役立つと確信している。２年目の研修に麻酔、集中治療を選
択されることを強く推奨する。
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■１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

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

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

■２年次の研修目標
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) 音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）
各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）、乳突蜂巣解放時の処理 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retraction方法、脳ベラの使い方
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専門医の指導のもとに以下の研修を行う

■１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

■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

外科専攻医 

心臓血管外科専攻医 

専門医前期 

専門医後期 

外科専門医 

心臓血管外科 
専門医 

心臓血管外科 
指導医 

Consultant Surgeon 

初期臨床研修 

後期研修 

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



呼吸器外科

■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。

45



病理診断科

■初期研修
平成27年度から受け入れを停止しているが、各科における病理カンファレンスやＣＰＣへの積極的な

参加を推奨する。
病理医志望の場合は別途相談に乗る。

■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
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。

■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。初期研修中に病理解剖を少なくとも

1例は経験し、厚生労働省の認定する死体解剖資格の早期取得を目指す。
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検査部・感染制御部
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■一般目標
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。1ヶ月各科に
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。

■個別行動目標
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。
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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。
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。

・研修目標
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。

・研修スケジュール
終日：当日の診療当番とともに、感染制御部業務にあたる。

研修最終週には、症例等のまとめ発表あり。

月 火 水 木 金
13:00
微生物検査室：マイクロラウンド

8：15
ＩＣＴ室：抄読会

終了次第～15時
ＩＣＴ室：症例カンファレンス、

ＴＤＭカンファレンス

12:00
ＩＣＴ室：勉強会

13:00
微生物実習



脳卒中診療部（SCU）
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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。脳卒中の治療には、tPAを用いた血栓溶解療法などの脳梗塞治療・脳血管内手術・リ
ハビリテーションなど多岐にわたります。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。

■１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法を獲得する。

①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

②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。

①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



診療科（部）見学について
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診療科（部）の見学をご希望の方は、
下記ホームページにて各診療科（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。

http://www.kuhp-education.jp/student/61/kengakukai.html

■アクセス

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

京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター
〒６０６－８５０７
京都市左京区聖護院川原町５４
Tel ０７５－７５１－４８３９
Fax ０７５－７５１－３０９１
Mail sotsugo-kyt@umin.ac.jp
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