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内 科 （1ヵ月以上） 

 

総合内科 

 

General instructional objective 

臨床医に必須な基礎力の獲得 

 

内科学は臨床医学の基本であり、基礎的な知識や技能は専門分野にかかわらず全ての医師に必須であ

る。当総合内科の研修では、このような基礎力を机上で得られる知識だけではなく、実際の現場で診療

を実践しながら体得していくことが可能である。指導医をはじめ多くの先輩医師と共に直接患者と接し

ながら、純粋医学的側面だけでなく臨床医に必要な人間関係を構築していく能力や問題対応能力を獲得

していく。このようにして得られる知識や技能は、どの分野に進む研修医にとって骨太の土台になるも

のと考える。 

 

Specific behavioral objectives 

1. 基本的診察法（面接技法、全身の診察）を実施し所見を解釈できる。（技能・解釈） 

2. 以下の基本的検査法を実施あるいは指示し、結果を解釈できる。（技能・解釈） 

1)検尿2)検便3)血液型・亣差適合試験4)血算5)血液生化学検査6)血液免疫血清学検査7)動脈血液ガ

ス分析（酸塩基平衡を含む）8)細菌学的検査（グラム染色を含む）9)髄液検査・髄液採取10)心電図

（負荷心電図を含む）11)肺機能検査12)超音波検査（腹部、心臓、血管）13)単純X線検査。 

3. 以下の検査を指示し、専門家の意見に基づき結果を解釈できる。（解釈） 

1)細胞診・病理組織検査2)内視鏡検査（上下部消化管、胆道内視鏡、気管支鏡）3)造影X線検査（上

下部消化管、胆管造影、尿路造影）4)X線CT検査（単純、造影）5)MRI検査（単純、造影）6)核医学

検査（PET検査を含む）7)神経生理学的検査（脳波、神経伝達速度など）。 

4. 以下の基本的治療法の適応を決定し実践できる。（技能・解釈） 

1)療養指導（食事、安静度、体位、行動制限など）2)薬物治療（輸液、麻薬を含む）3)輸血・血液

製剤4)呼吸管理（酸素療法、人工呼吸器）5)循環管理（輸液、昇圧剤など）6)中心静脈栄養法7)経

管栄養法。 

5. 患者の病態から必要性を判断し、外科治療・放射線治療・リハビリテーション・精神医学的治療の

適応を決定できる。（問題解決） 

6. 以下の基本的手技の適応を決定し、実践できる。（技能・解釈） 

1)気道確保・気管内挿管 

2)注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保） 

3)採血法（動脈、静脈） 

4)穿刺法（腰椎、骨髄、胸腔、腹腔） 

5)導尿法 

6)浣腸 

7)ガーゼ亣換 

8)ドレーン・チューブの管理 

9)胃管の挿入と管理 

10)局所麻酔法 

11)創部消毒法 

7. 救急処置法（バイタルサイン・重症度・緊急度の把握、心肺蘇生術の適応判断と実施）を適切に行

い、必要に応じて専門医に診療を依頼することができる。（技能・解釈） 
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8. 患者・家族と良好な人間関係を確立するため、以下の項目に配慮することができる。1)患者、家族

のニーズと心理的側面 2)生活習慣変容 3)インフォームドコンセント 4)プライバシー。（態度） 

9. 全人的理解に基づいて、末期医療における以下の問題に配慮を示すことができる。1)告知をめぐる

諸問題 2)身体症状（疼痛）のコントロール 3)告知後及び死後の家族への配慮。（態度） 

10. 医療記録（診療録、処方箋、指示書、診断書・証明書、紹介状）を適切に作成し管理できる。（技

能） 

11. 診療計画（治療計画、入退院）を立案できる。（問題解決） 

12. 以下の内科疾患について説明できる。（想起） 

1)消化器（消化性潰瘍、逆流性食道炎、潰瘍性大腸炎、ポリープ、イレウス、食道静脈瘤、急性胃

腸炎、急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝、胆石症、胆嚢炎、急性膵炎、慢性膵炎、腫瘍） 

2)循環器（虚血性心疾患、心筋症、心不全、不整脈、弁膜症、高血圧、大動脈瘤） 

3)呼吸器（気管支喘息、COPD、肺炎、肺結核、気胸、肺線維症、肺梗塞、胸膜炎、膿胸、肺がん） 

4)腎・尿路（糸球体腎炎、急性腎不全、慢性腎障害、ネフローゼ症候群、腎盂腎炎、腎血管性高血

圧、尿路結石、水腎症、尿路感染症、腎がん、前立腺肥大） 

5)アレルギー・膠原病（SLE、関節リウマチ、シェーグレン症候群、血管炎、抗リン脂質抗体症候群） 

6)代謝・内分泌（糖尿病、脂質異常症、痛風、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、クッシング

症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫） 

7)血液（貧血、白血病、骨髄異型性症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、血友病、ITP、DIC） 

8)感染症（髄膜炎、脳炎、結核、真菌症、伝染性単核球症、HIV） 

9)神経（脳出血、脳梗塞、TIA、脳動脈瘤）。 
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腎臓内科 

 

Genaral Instructional Objective 

腎臓内科の分野は４つに大別される。蛋白尿・血尿などの腎炎・ネフローゼ症候群、水電解質・酸塩基

平衡、急性腎不全・慢性腎不全・体外循環療法、そして高血圧の分野である。初期研修の期間中にそれ

ぞれの分野に関して十分な知識と診療に必要な技術を修得する。また、最新の医学情報を入手し、知識

の向上を図る習慣を身につける。 

 

Specific Behavioral Objectives 

1. 腎機能に関する検査を列挙し、結果を正しく説明する。［想起、解釈、問題解決］ 

2. 各種負荷試験（PSP 試験、フィッシュバーグ、ラシックス立位負荷、ACTH 負荷、カプトプリル負荷、

カルシウム負荷、サイアザイド負荷、水負荷、水制限・デスモプレシン負荷、デキサメサゾン抑制試

験、扁桃マッサージなどの意義と解釈について説明する。［想起、解釈］ 

3. 腎臓の画像検査（単純 X 線、CT、MRI、造影検査、シンチグラフィ）の意味について説明し、鑑別診

断を行う。［想起、解釈、問題解決］） 

4. 腎臓の超音波検査を実施し、所見を説明する。［解釈、技能、問題解決］ 

5. 腎生検に立ち会い、その適応と禁忌、具体的な手技および合併症を理解する。［想起、解釈］ 

6. 腎生検の所見を説明し、治療決定のプロセスを理解する。［想起、解釈、問題解決］ 

7. 電解質異常の病態生理を説明する。［想起、解釈］ 

8. 動脈採血を行い、血液ガス分析を酸塩基平衡の立場から正しく説明する。［想起、解釈、技能、問題解

決］ 

9. 血液透析療法、腹膜透析療法、血漿亣換療法、吸着療法を見学し、それぞれの適応と手技を説明する。

［想起］ 

10. 体外循環療法に必要なバスキュラーアクセスを述べる。［想起］ 

11. シャント手術に立ち会い、術後の包亣を行い、シャント音の確認を行う。［技能］ 

12. バスキュラーアクセス用カテーテルの留置を行う。［技能］ 

13. 腎疾患の食事療法を具体的に述べる。［想起、解釈］ 

14. 腎疾患の薬物療法を説明する。［想起、解釈、問題解決］ 

15. 腎疾患の患者に対して適切な輸液メニューを作成する。［想起、解釈、問題解決］ 

16. 受け持ち患者の問題点に関して文献検索を行い、そこで得た知識を討議する。［態度・習慣］ 

17. 学内外の学術集会に参加し、最新知識を入手する。［態度・習慣］ 
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血液内科 

 

GIO: 

 貧血、血小板減尐、好中球減尐ならびに血栓止血異常を呈する患者に対する初期診療を実践し、抗が

ん化学療法、造血幹細胞移植療法を受けた患者を適切に管理するために、将来専門とする分野に関わら

ず身につけなければならない基本的診療能力を身につけ、全身管理の方法を習得する。 

 

SBOs： 

1. 患者の栄養状態に応じた栄養療法を立案する。（態度・習慣） 

2. 患者の病状に応じた輸液製剤を選択する。（態度・習慣） 

3. 骨単純X線像の異常を指摘できる。（解釈） 

4. 貧血の鑑別ができる。（想起） 

5. 血小板減尐症をきたす疾患を列挙することができる。（想起） 

6. 汎血球減尐症をきたす疾患を列挙することができる。（想起） 

7. 血液凝固機能に関する検査の意義を説明できる。（想起） 

8. リンパ節腫大をきたす疾患を列挙することができる。（想起） 

9. 赤血球輸血の製剤を挙げ、その適応を説明できる。（想起） 

10. 血小板輸血の製剤を挙げ、その適応と禁忌を説明できる。（想起） 

11. 新鮮凍結血漿の適応を説明できる。（想起） 

12. 鉄過剰症の診断・治療法について説明できる。（想起） 

13. 輸血の副作用を説明できる。（想起） 

14. 輸血のインドームド・コンセントを実践できる。（技能） 

15. 発熱性好中球減尐症における検査所見の解釈の注意点を説明できる。（想起） 

16. 血液疾患における感染症の特殊性を考慮した治療を実践できる。（問題解決） 

17. 抗がん剤の副作用を考慮した患者管理（検査計画、早期診断、予防、治療）ができる。（問題解決） 

18. 副腎皮質ステロイドホルモンの副作用とその対処法を説明できる。（想起） 

19. 腫瘍崩壊症候群による検査値異常を指摘できる。（解釈） 

20. 造血幹細胞移植療法の種類について説明できる。（想起） 

21. GVHDの症状・所見を説明できる。（想起） 

22. 移植後感染症の特徴を説明できる。（想起） 

23. 血液疾患患者の心理状態や社会的背景を把握し、全人的に患者を診ることができる。（態度） 

24. 血液疾患の診療に関する英文文献の内容を要約し、発表できる。（技能） 
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一般臨床医としての基礎知識を元に、循環器領域の疾患を持つ入院患者、救急患者に対して系統的なア

プローチができることを目標とする。 

研修中は病棟、救急外来において入院患者、救急患者の診察、検査を経験し、鑑別診断をおこなって治

療方針を決定し、実際の治療に携わる。循環器領域の基本検査（心エコーなど）や一部の観血的な手技

（中心静脈カテーテル挿入など）については研修期間中に習得するように努める。 

 臨床研修到達目標 

 一般目標（GIO） 

一般臨床医としてプライマリ・ケアに必要とされる内科の基本的知識と検査・診療手技を身に

つけると同時に、循環器系の構造と機能および主な循環器疾患の病態生理、原因、症候を理解

し、正しい診断と適切な治療法に到達する能力を習得する。 

 行動目標 (SBO) 

(1) 循環器内科領域の医療面接および身体診察を行うことができる。 

(2) 主な循環器内科領域の基本的症候の特徴・内容・病態生理について説明することができ

る。また、その基本的症候の鑑別診断を行うことができる。 

(ア) 基本的症候：胸痛・胸内苦悶、背部痛、呼吸困難・息切れ、動悸、不整脈、失神・

眼前暗黒感、浮腫、チアノーゼ、異常心音・心雑音、心電図異常、血圧異常、心肥

大・心拡大、心停止、血管性雑音、間欠性跛行 

(3) 病歴および診察所見より問題点を抽出し、問題リストを作成することができる。 

(4) 上記の各問題点について適切に検査計画をたてることができる。 

(5) 胸部 X線単純写真を読影することができる。 

(6) 標準 12誘導心電図を正確に記録し、判読することができる。 

(7) 循環器領域（X線診断、心電図、心音図・心機図、心エコー図、カテーテル検査、心臓核

医学検査、MRI）の検査について原理、適応、および禁忌について説明することができる。

また、その結果を解釈することができる。 

(8) 個々の病態における最善の治療計画を立てることができる。（食事療法、運動療法、リ

ハビリテーションなども含める 

(9) 循環器内科領域における治療薬について、その適応、禁忌、有効性、および主な副作用

について説明することができる。（強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、血管拡張薬、降圧薬、

昇圧薬、自律神経薬、抗凝固薬・抗血小板薬・血栓溶解薬、脂質代謝改善薬、抗菌薬、

糖尿病治療薬） 

(10) 循環器疾患の一次予防、二次予防における適切な生活指導について説明できる。 

(11) 循環器内科領域における治療法について、その適応、禁忌、有効性、および合併症につ

いて説明することができる。 

(ア) 心嚢穿刺 

(イ) ペースメーカー挿入（一時的、恒久的） 

(ウ) 経皮的大動脈内バルーンパンピング 

(エ) 経皮的心肺補助装置 

(オ) 経皮的冠動脈インターベンション 

(カ) カテーテルアブレーション 

(キ) 直流除細動 

(ク) 心臓手術：冠動脈バイパス術、弁形成術、弁置換術、大動脈グラフト術 

(12) 循環器内科領域の救急診療を経験する。 

(13) EBM、ガイドラインを考慮し治療方針を検討できる。 

循環器内科 
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消化器内科 

 

General instructional objective 

消化器疾患は本邦において最も popularな疾患の一つであり患者数も多い。時に消化管穿孔のような見

逃すことの許されない症例や、劇症肝炎のように迅速な対応をせまられる症例も存在する。また、診断

治療においては様々な専門的技術が必要となる分野である。消化器内科では、消化器疾患に対し適切な

診療対応ができることを目的とし、臨床所見、血液生化学的検査、単純 X-P、CT、MRI、上下部消化管造

影、上下部消化管内視鏡検査・治療、腹部超音波検査・治療などの知識を修得し、消化器疾患の的確な

診断能力を身につけると同時に、これらの検査・治療の適応を判断する能力も身につける。また、腹部

超音波検査、消化管造影検査など臨床研修中に実施可能な手技に関しては積極的に参加し、実施するこ

とによってその技能を修得する。更に消化器の検査・治療には苦痛を伴うものも多く、悪性疾患も数多

くみられる。患者との信頼関係を築くため、患者に対しては検査・治療の必要性を説明できる能力を養

うとともに、患者の不安に対して常に配慮する習慣を身につける。 

 

Specific behavioral objectives 

1. 主訴、現病歴、身体所見をとり、血液生化学的検査から消化器の鑑別診断を列挙する。（技能・解

釈） 

2. 確定診断に必要な消化器検査を列挙する。（解釈） 

3. 治療に必要な消化器検査、およびその適応を列挙する。（解釈） 

4. 検査・治療に対する患者の不安に配慮を示す。（態度・習慣） 

5. 腹部単純 X-P、CTから腸閉塞と診断する。（解釈） 

6. 腸閉塞の患者に対し、イレウス管や胃管を挿入する。（技能） 

7. X-P、CTから free airを検出し、消化管穿孔を診断する。（解釈） 

8. 消化管穿孔の画像所見を説明する。（想起） 

9. 食道静脈瘤の所見を記載する。（解釈） 

10. 食道静脈瘤の内視鏡治療適応を説明する。（想起） 

11. 食道静脈瘤の内視鏡治療方針を立案する。（問題解決） 

12. 消化性潰瘍の所見を記載する。（解釈） 

13. 消化性潰瘍の内視鏡治療法を説明する。（想起） 

14. 消化性潰瘍の治療方針を立案する。（問題解決） 

15. 早期食道癌の内視鏡治療適応を説明する。（想起） 

16. 早期胃癌の内視鏡治療適応を説明する。（想起） 

17. 早期大腸癌の内視鏡治療適応を説明する。（想起） 

18. 腹部超音波検査で肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓を描出する。（技能・解釈） 

19. C型慢性肝炎の治療方針を立案する。（問題解決） 

20. 肝細胞癌の治療適応を説明する。（想起） 

21. 劇症肝炎の診断基準を列挙する。（解釈） 

22. 胆石症、胆嚢炎の治療方針を立案する。（問題解決） 

23. 総胆管結石の内視鏡治療適応を説明する。（想起） 

24. 急性膵炎の重症度を診断する。（解釈） 

25. 癌患者に対し本人および家族の不安を理解し、配慮を示す。（態度・習慣） 
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経験できる疾患 

呼吸器疾患 

閉塞性肺疾患：気管支喘息、COPD 

腫瘍性肺疾患：肺癌、悪性胸膜中皮腫 

肺感染症：市中・院内肺炎、肺膿瘍、膿胸、肺結核、非結核性抗酸菌症、結核性胸膜炎 

びまん性肺疾患：特発性間質性肺炎、特発性肺線維症、好酸球性肺炎、サルコイドーシス、薬剤性肺

炎、過敏性肺炎 

その他：肺血栓塞栓症、ARDS、睡眠時無呼吸症候群 

 

呼吸器内科としての到達目標 

A. 診断 

1. 以下の症候に対して、適切な問診を行い、鑑別診断を列挙し、初期の検査 

 計画を立てることができる。 

 息切れ、呼吸困難、咳嗽、喀痰、血痰、胸痛 

2. 身体所見の中でも、特に聴診所見を正しくとり、表現できる。  

3. 検査 

・ 胸部単純Xpを一定のルーチンに則って読影できる。 

・ 胸部CT所見を、単純Xpや気管支鏡所見と対比し、立体的に読影できる。 

 病変部位の肺区域も指摘できる。 

・ 以下の検査結果を解釈し、鑑別診断に応用することができる。 

 呼吸機能検査、胸水検査、動脈血液ガス分析、喀痰細胞診、気管支鏡検査  

 (生検、気管支肺胞洗浄)  

B. 疾患管理 

1. 以下の診療ガイドラインの骨子を説明できる。 

  これに基づき、重症度・病期分類・標準的治療計画立案ができる。 

  気管支喘息、COPD、肺癌、肺炎、特発性間質性肺炎、サルコイドーシス 

2. びまん性肺疾患の鑑別診断を列挙でき、検査・治療計画が立てられる。 

3. 肺血栓塞栓症の検査・治療計画を立てられる。 

4. 肺結核症、結核性胸膜炎の検査・治療計画・薬剤副作用を説明できる。 

5. 以下の疾患について説明でき、検査計画、標準的治療を説明できる。 

  気管支拡張症、器質化肺炎、びまん性汎細気管支炎、過敏性肺炎 

C. 薬物療法 

1. ステロイド薬の適応、初期投与量、減量法、副作用対策を説明できる。 

2. アミノフィリン点滴を安全に行うことができる。 

3. 吸入ステロイド薬、吸入b2刺激薬、吸入抗コリン薬を適切に使用できる。 

4. 抗腫瘍薬の副作用とその発現時期を知り、適切に対処できる。 

5. モルヒネ製剤の使用法、増量法、副作用を理解している。 

D. 検査・治療手技 

1. 気道確保ができる。 

2. 人工呼吸器による呼吸管理を理解し、呼吸条件を設定できる 

3. 胸腔の超音波検査を行い、胸水穿刺ができる。 

4. 胸腔ドレナージができる。 

5. 気管支鏡検査について適応と合併症を挙げることができる。 

 気管支鏡を気管内まで挿入できる。 

6. 胸膜生検、CTガイド下生検の適応と合併症を挙げることができる。 

呼吸器内科 
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腫瘍内科 

 

一般教育目標 

腫瘍学・臨床腫瘍学は、悪性腫瘍に関する病態・診断・治療について、各診療科の枠をこえた関連性の

ある領域として学習する。悪性腫瘍の病態に関しては、遺伝子変異、蛋白過剰発現、シグナル伝達など、

多くの癌腫に共通の腫瘍性格が明らかになってきており，それらに対する共通の治療戦略が急速に導入

されつつある。また、毎年３４万人が死亡している癌は、我が国の疾病死因において第１位である。国

民の２人に一人は癌に罹患すると言われる現代にあって、一般臨床医として、抗癌剤治療・放射線治療・

腫瘍外科のほかoncological emergency（腫瘍救急）、緩和医療などを学ぶ機会は必要である。このよう

ながん医療の動向をふまえて，臨床腫瘍学は、単に各診療科の１疾患としての悪性腫瘍の診断・治療で

はなく、統合的な悪性腫瘍の臨床を学ぶ学問として位置づけられる。 

 

２ヶ月研修の到達目標 

１ 腫瘍病理、とくに生検病理および細胞診断の臨床的な意義と手技、施行時の注意点について修得す

る 

２ がんの臨床診断学とくに画像診断および腫瘍マーカー検査について、症例に則した診断解釈を修得

する 

３ 我が国で頻度の高い５大がんの標準的な診断・治療について症例を通じて修得する 

４ 患者マネージメント手技・技術として、がん疼痛対策、腫瘍緊急対応（オンコロジカルエマージェ

ンシー：高Ca血症、中枢気道狭窄、上大静脈症候群、心タンポナーデ、がん性髄膜炎、がん性胸膜

炎による大量胸水貯留など）、精神的症状への対処などを修得する 

５ 各種抗癌剤の臨床薬理学について学ぶ  

６ 抗癌剤の種類とその特徴、治療実施上の注意点について修得する     

７ 標準的な内分泌療法、抗体療法、分子標的薬治療について修得する 

８ 制吐剤など抗癌剤の副作用対策について修得する 

９ がん放射線治療についてその適応と意義について修得する 

10 がん患者・家族とのコミュニケーション技術を修得する 

11 がん終末期医療への対応と考え方を修得する 

12 治療法開発のプロセスとして、がんの臨床試験とEBMについて学ぶ 

13 がん医療倫理とインフォームドコンセントのプロセスを修得する 

14 在宅療養も含めた地域連携の中のがん医療体制について学ぶ 

15 緩和ケアチームその他関連部門との効果的なチーム医療について修得する 

 

 


