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

（１） 目的 
ア 呼吸器疾患全般の知識と臨床能力および技術を習得した呼吸器専門医の育成を目的と

する。 
イ 頻度の高い呼吸器疾患だけでなく、呼吸管理や全身の集中治療を必要とする重篤な疾

患についても各分野の専門医の指導のもとに経験する。 
ウ 専門外来や救急外来も担当し、外来における専門診療の知識や技術を学ぶ。 
エ 学会報告や症例報告なども積極的に行う。 

 
（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 
目標・呼吸器疾患全般にわたる入院患者を指導医のもとに診療する。 
  ・画像所見を病態にフィードバックし深い理解を身につける。 
  ・気管支鏡検査や胸腔穿刺などの手技も早い段階から実践する。 
  ・各疾患の薬物療法や肺癌の化学療法を学び実践する。 
  ・気管内挿管や人工呼吸管理、NIPPV などを学び実践する。 
  ・肺癌のターミナルケアについて学ぶ。 
  ・右心カテーテル検査を理解し、肺循環障害について学ぶ。 

イ 研修２年目 
 目標・呼吸器疾患の各分野についての知識を深め、技能を向上させる。 
   ・1 年目で得た知識、技術を習熟し独力で実践できるよう訓練する。 
   ・他科からのコンサルテーションに対し指導医とともに対応する。 

 
（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 1 万 7 千例の救急患者を診察している。 
・災害医療 

    DMAT 隊３隊と救護班５班を編成しており、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
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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。 
３．研修コース責任者  

第１呼吸器内科部長 小山 茂 
 
４．診療科の指導体制  

（１）医師数  合計 7 名 
常勤  7 名、非常勤  0 名 

  うち、研修の指導にあたる医師数  7 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 
第１呼吸器内科部長 小山 茂 
診療科経験年数    30 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 日本内科学会内科専門医教育病院 

日本呼吸器学会 呼吸器学会専門医 日本呼吸器学会認定施設 

日本アレルギー学会 アレルギー学会専門医 日本アレルギー学会準教育施設 

日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本がん治療認定医機構認定施設 

日本集中治療医学会 集中治療専門医 日本集中治療医学会認定施設 

 
７．研修期間中に経験する症例等について 

（１）症例数（2 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 

肺癌 88 10 狭心症 300 20 
呼吸器感染症 302 50 うっ血性心不全 600 20 
呼吸不全 35 5 内分泌・代謝疾患 700 20 
気管支喘息 37 10 膠原病 90 8 
間質性肺炎（ARDSも含む） 39 6 腎臓疾患 1000 35 
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気胸 27 10 脳梗塞 220 20 
胃癌 180 10 悪性リンパ腫 60 5 
肝癌 270 10    

 
（２） 手術又は手技等件数（2 年間） 

手術又は手技等 手術又は手技等件数 経験目標件数 

気管支鏡検査 575 100 
胸腔穿刺・ドレナージ 100 30 
右心カテーテル検査 50 10 
中心静脈路確保 50 20 

 
（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（2 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 

肺炎 150 80 意識障害 60 5 

気胸 50 20 心不全 200 20 
喘息 40 15 脳梗塞 75 5 
急性薬物中毒 20 5 熱性痙攣（小児） 125 10 
多発外傷 100 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。 
  ・総合内科専門医 
    認定内科医取得３年後に受験資格が得られる。 
  ・呼吸器学会専門医 
    認定内科医取得３年後に受験資格が得られる。 

    ・アレルギー学会専門医 
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       ６年以上の臨床経験（うち３年以上は認定研修施設での臨床研修）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 

 午前 午後 

月 病棟回診 気管支鏡検査 

火 病棟回診 右心カテーテル検査 

水 病棟回診 病棟回診、キャンサーボード抄録会、 

気管支鏡カンファレンス、RST ラウンド 

木 気管支鏡検査 気管支鏡検査、病棟カンファレンス、 

リハビリカンファレンス 

金 病棟回診 病棟回診 

（２） 後期研修終了後の進路 

① 専門医受験資格取得のため、研修期間の延長を歓迎する。 

② 当科スタッフへの採用 

③ 信州大学呼吸器科・感染症内科での臨床研修、臨床研究 

（３）指導環境 

1）指導体制 

指導責任者 小山 茂   昭和 61年卒 

内科学会専門医・指導医、呼吸器学会専門医・指導医 

            倉石 博   平成 4年卒 

                   内科学会専門医、呼吸器学会専門医・指導医 

                   呼吸器内視鏡学会専門医・指導医 

                   集中治療医学会専門医、がん治療認定医 

指導医     増渕 雄   平成 5年卒 

               内科学会専門医・認定医、呼吸器学会専門医 

               禁煙学会専門医 アレルギー学会専門医 

 

    指導協力医   山本 学   平成 21年卒 

             


