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 神経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 神経疾患全般に対する幅広い知識を身に付け、さまざまな神経疾患・症状に対処でき

る臨床能力を取得する。 
イ 医療面接から神経学的診察を通して問題点を描出・分析し、疾患の存在部位と質を考

える力を修得する。 
ウ 神経学的検査の手技と判定方法を学び、さらに学会報告などを通じてより深く疾患の

性質を理解する。 
エ 患者・家族との人間関係を通して、社会における医療の役割を理解しこれを実践する。 
オ 他の医療スタッフとの連携を深め、医療チームのリーダーとしての研鑚を積む。 

 
（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・指導医の指導のもとに 10 名前後の入院患者さんを受け持ち、神経内科の基本的

知識と技術を学ぶ。またできるだけ多くの患者さんに接して神経疾患の理解を深

めるため、指導医とともに神経内科入院患者さん全員の回診・診察を行う。救急

医療の場において、神経救急疾患は一刻を争うものが数多く含まれている。当院

では毎日 24 時間 on call 体制で担当を決めている。研修医はこの当番制に加わ

ると共に、診療に加わることが望ましいと指導医によって判断された症例におい

て、随時 call を受け指導医とともに診療に参加する。 
イ 研修２年目 
 目標・神経疾患の診療においては、外来診察も軽重問わず多くの疾病に接する貴重な場

となる。また神経難病などの経過を見て治療を組み立てる上でも必要な研修であ

る。2 年目以降は病棟業務に加えて、外来での診察にも加わる。 
 
（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。 
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・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。 
 
３．研修コース責任者  

神経内科部長 矢彦沢 裕之 
 
４．診療科の指導体制  

（１）医師数  合計 5 名 
常勤  5 名、非常勤  ０ 名 

  うち、研修の指導にあたる医師数  5 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 
神経内科部長 矢彦沢 裕之 
診療科経験年数    27 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 

日本神経学会 神経学会専門医取得準備 日本神経学会教育施設 

 
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 入院数 
経験目標 
症例数 

主 要 疾 患 名 入院数 
経験目標 
症例数 

脳梗塞 
220 50 

ギラン・バレー症候群、フィッシ

ャー症候群、ＣＩＤＰ 
20 10 

パーキンソン病 30 30 狭心症 300 20 
筋萎縮性側索硬化症 55 10 うっ血性心不全 600 20 
髄膜炎、脳炎 30 20 内分泌・代謝疾患 700 20 
多発性硬化症 30 10 膠原病 90 8 
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てんかん 45 20 腎臓疾患 1000 35 
胃癌 180 10 悪性リンパ腫 60 5 
肝癌 270 10 呼吸器感染症 302 50 

 
（２）手術又は手技等件数 

手術又は手技等 手術又は手技等件数 経験目標件数 

特になし   

 
（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 

脳梗塞 75 50 多発外傷 100 10 
てんかん重積発作 4 3 意識障害 60 5 
めまい 10 7 心不全 200 20 
急性薬物中毒 20 5 熱性痙攣（小児） 125 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。 
  ・神経学会専門医 
    認定内科医取得後、初期研修を含み６年以上研修を受けたものに受験資格が与えら

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。 
 

 



 

30 
 

８．その他 
（１）週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 

8：00～9：00 症例検討会 抄録会 

症例検討会 

抄録会 

症例検討会 

症例検討会 抄録会 

症例検討会 

午前 病棟回診 外来業務 病棟回診 病棟回診 病棟回診 

午後 神経生理検査 病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務 
17：00～18：30   ﾘﾊﾋﾞﾘｶﾝﾌｧﾗﾝｽ

（隔週） 
脳卒中ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ  

（２）後期研修終了後の進路 
    ① 専門医受験資格取得のため、研修期間の延長があり得る 
    ② 信州大学第三内科での臨床研修、臨床研究 
    ③ 当科スタッフへの採用 
（３）指導環境 
  1）指導体制 
  指導責任者 矢彦沢裕之 昭和 63 年卒  

日本神経学会専門医、日本認知症学会専門医 
  指導医   星  研一   平成 2 年卒 
                日本神経学会専門医、日本内科学会認定医 
                日本リウマチ学会専門医 

 佐藤 俊一 平成 4 年卒  
日本神経学会専門医 

渡部 理恵    平成 18 年卒 

            日本神経学会専門医、 日本認知症学会専門医 

高曽根 健     平成 23 年卒 
   


