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   血液内科後期臨床研修プログラム 
 
１．研修期間  ３ 年 間 
 
２．研修コースについて  

（１） 目的 
ア 血液疾患全般に対する広い知識と、診療技能の習得を目的とします。 
イ 造血幹細胞移植医療についても、その適応を理解し、移植前後の管理技術につき習得

します。 
ウ 血液疾患を通じて、患者や家族の立場も考えた全人的医療の実践ができるようになる

ことを目的とします。 
 
（２）到達目標（目標、長期目標､一般目標、取得手技、コンセプト等） 

   ア 研修１年目 
病棟診療を主とし、指導医の指導のもと、血液疾患に対する理解を深め診療技能を習

得します。外来は指導医の指導のもと、再来を担当します。造血幹細胞移植患者につ

いても指導医とともに診療にあたります。 
イ 研修２年目 
  造血幹細胞移植以外の血液疾患診療については、指導医のサポートを受けながらある

程度一人で診療できるようになることを目標とします。 
ウ 研修３年目 

新患外来も担当し、血液疾患に対する診療技能を高めます。造血幹細胞移植について

も、指導医のサポートを受けながらある程度一人で診療できるようになることを目標

とします。 
 

（３）赤十字としての特色 
・救急医療 
 ３次救命救急センターを有し、年間約 2 万例の救急患者を診察している。 
・災害医療 

    救護班５班を常設しており、災害発生時に迅速に対応している。また、災害救護訓練を

定期的に実施している。 
・国際救援 

   日本赤十字社等の主催する語学研修、ERU（緊急対応ユニット）基礎・専門研修、国際

救援・開発協力要員養成のための研修会に参加可能である。 
 



 

24 
 

３．研修コース責任者  
血液内科部長 小林 光 

 
４．診療科の指導体制  

（１）医師数  合計 12 名 
常勤  12 名、非常勤  0 名 

  うち、研修の指導にあたる医師数  12 名 
（２）指導責任者 

主として研修指導にあたる医師の職・氏名、診療科経験年数 
血液内科部長 小林 光 

・診療科経験年数    29 年 
 
５．募集人数  若干名 

 
６．取得可能資格等 

学 会 名 取得可能資格 学会の研修施設等指定・認定状況 

日本内科学会 認定内科医 日本内科学会内科専門医教育病院 

日本内科学会 総合内科専門医取得準備 日本内科学会内科専門医教育病院 

日本血液学会 血液学会専門医取得準備 日本血液学会認定血液研修施設 

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医取得準備  
日本造血幹細胞移植学会 造血幹細胞移植専門医取得準備  

 
７．研修期間中に経験する症例等について 

（１）症例数（3 年間） 

主 要 疾 患 名 症例数 
経験目標 
症例数 

主 要 疾 患 名 症例数 
経験目標 
症例数 

急性白血病 約 60* 30 呼吸器疾患 約 1700 50 
悪性リンパ腫 約 170* 60 内分泌、代謝性疾患 約 700 30 

ITP 約 25* 10 膠原病 約 90 10 
消化器、胃がん 約 180 12 アレルギー、気管支喘息 約 120 10 
消化器、肝がん 約 290 12 腎臓疾患 約 1100 50 
循環器、虚血性心疾患 約 930 10 神経、脳血管障害 約 500 50 

循環器、不整脈 約 600 10 感染症 約 900 50 
（* 新規のみ） 



 

25 
 

日本内科学会認定医の取得のために必須とされる循環器疾患・呼吸器疾患・内分泌代謝疾患・

膠原病アレルギー疾患・腎臓疾患・脳神経疾患・感染症疾患・血液疾患および外科転科症例

については前期臨床研修とあわせて調整を行う。 
（２）手術又は手技等件数（3 年間） 

手術又は手技等 手術又は 
手技等件数 

経験目 
標件数 

手術又は手技等 手術又は 
手技等件数 

経験目 
標件数 

同種移殖 約 35 15 自家移殖 約 15 5 
（３）赤十字医療施設としてのプログラム 
ア救急医療について（3 年間）  

主要疾患名 
又は手技等 

症例数又は 
手技等件数 

経験目標症例 
数又は件数 

主要疾患名 
又は手技等 

症例数又は 
手技等件数 

経験目標症例 
数又は件数 

敗血症を伴う 約 50 15 DIC を伴う 約 35 10 

 
イ 災害医療について 
  常設の救護班に登録し、災害発生時の救援に備える。 
ウ 国際救援について 
  希望者は日本赤十字社等の主催する語学研修、ERU（緊急対応ユニット）基礎・専門研

修、国際救援・開発協力要員養成のための研修会に参加可能である。 
エ 資格認定試験等への対応について 
  ・認定内科医 
    後期研修開始１年後に認定内科医受験資格が得られる。 
  ・血液学会専門医 
    認定内科医取得３年後に受験資格が得られる。 

    上記資格取得のための症例が経験でき、学会発表、論文の投稿、教育集会への参加、学

会参加を行っている。 
 
８．その他 
（1）週間スケジュール 

火曜日の午前中が骨髄採取手術日となります。月・木曜日朝 8：30 から 10：00 に西 5 病

棟の症例検討会を行い、毎週火曜日の 10：00～13：00 には、その他の病棟の全症例につ

いての検討会を行っています。また、毎週火曜日の夕方、標本カンファランスも行ってい

ます。 
（２）後期研修終了後の進路 

・当科スタッフへの採用 
・国内の大規模な移植施設等での臨床研修の斡旋 
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・国内外での基礎研究 
 

（３）指導環境 
 指導責任者（臨床研修指導医） 

小林 光  昭和 62 年卒  日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会指導医 

日本臨床腫瘍学会暫定指導医、がん治療認定医 

造血細胞移植認定医、信州大学臨床教授 

 臨床研修指導医 

住 昌彦  平成 10 年卒  日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会指導医 

                がん治療認定医 

廣島由紀  平成 13 年卒  日本内科学会認定内科医、日本血液学会指導医 

             日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 

植木俊充  平成 15 年卒  日本内科学会認定医、日本血液学会血液専門医 

             がん治療認定医、造血細胞移植認定医 

 上級医 

市川直明  平成 3年卒  日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会指導医 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、 

日本がん治療認定医機構認定医、 

日本緩和医療学会暫定指導医 

上野真由美 平成 6年卒  日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会専門医 

             日本がん治療認定機構がん治療認定医 

             日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 

桐原健彦  平成 22 年卒  日本内科学会認定医、日本血液学会専門医 

武田 航  平成 22 年卒  日本内科学会認定医、日本血液学会専門医 

貝梅紘子  平成 24 年卒 

川口弘子  平成 26 年卒 

植松望武  平成 26 年卒 

宍戸 努  平成 26 年卒 

 


