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   消化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 消化器疾患全般に対する広い知識と臨床能力および技術を習得することを目的とし、

幅広い対応能力をもつ専門医を育成する。 
イ 頻度の高い消化器疾患を各分野の専門医の指導のもとに経験する。 
ウ 消化器疾患の診療を通して、患者や家族の立場を考えた全人的医療の実践を行う。 
エ 日常診療の実践から消化器疾患への理解を深めると共に、学会報告、症例報告などを

通じて臨床研究に対する視点を育てる。 
 
（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・消化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。 

・消化器疾患全般の病態を把握し、的確な診断を行い治療の計画を立て実施する。 
・消化器疾患の診療に必要な基本的な診断手技（超音波検査、上部消化管内視鏡

検査、下部消化管内視鏡検査など）を身につける。 
・各種疾患に対する薬物療法、内視鏡的治療などを学ぶ。 

 手技・超音波検査、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査、消化管  造影検

査、食道静脈瘤結紮術、内視鏡的止血術 
イ 研修２年目 
 目標・消化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 年目で得た基礎的な診断、治療の技術を習熟させるよう努める。特に治療を目

的にした内視鏡的処置を独自で行えるよう訓練する。 
   ・膵胆道造影や各種穿刺術など、技術を要する手技の獲得に努める。 
 手技・ERCP、内視鏡的ポリペクトミー、粘膜切除術、超音波内視鏡検査、食道静脈瘤

硬化療法、腫瘍生検、肝生検、PTCD、PTGBD 
 
（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、
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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。 
 
３．研修コース責任者  

第１消化器内科部長 松田 至晃 
 
４．診療科の指導体制  

（１）医師数  合計 8 名 
常勤  8 名、非常勤  0 名 

  うち、研修の指導にあたる医師数  8 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消化器内科部長 松田 至晃 

・診療科経験年数    34 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 

日本消化器病学会 消化器病学会専門医取得準

備 
日本消化器病学会専門医修練施設 

日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡学会専門医取

得準備 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

 
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 

上部消化管内視鏡検査 7,000 1,000 うっ血性心不全 600 20 
下部消化管内視鏡検査 2,000 300 内分泌・代謝疾患 700 20 
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胃癌 180 20 膠原病 90 8 
大腸癌 90 20 腎臓疾患 1000 35 
肝癌 270 30 脳梗塞 220 20 
閉塞性黄疸 80 20 悪性リンパ腫 60 5 
狭心症 300 20 呼吸器感染症 302 50 

（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 

手術又は手技等 手術又は 
手技等件数 

経験目 
標件数 

上部消化管止血術 200 50 大腸ポリペクトミー 1,000 100 
（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 

緊急内視鏡 200 40 心不全 200 20 

急性薬物中毒 20 5 脳梗塞 75 5 
多発外傷 100 10 熱性痙攣（小児） 125 10 
意識障害 60 5    

 
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。 
  ・消化器病学会専門医 
    認定内科医取得３年後に受験資格が得られる。 
  ・消化器内視鏡学会専門医 
    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。 
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８．その他 
（１）週間スケジュール（例） 

（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える。 
② 国立がんセンターなどの研修斡旋 

（過去に 2 名が秋田赤十字消化器病センターで研修を受けている） 
③ 信州大学消化器内科での臨床研修、臨床研究 
④ 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 松田至晃 昭和 56 年卒  消化器病学会指導医 消化器内視鏡学会指導医 
                        総合内科専門医 
指導医   和田秀一 昭和 54 年卒 消化器病学会指導医 消化器内視鏡学会専門医 

       （副院長）           肝臓病学会専門医 総合内科専門医 
        森 宏光 昭和 63 年卒 消化器病学会専門医 肝臓学会専門医 

藤澤 亨 平成 5 年卒  消化器病学会専門医 消化器内視鏡学会指導医 
丸山雅史 平成 15 年卒  消化器病学会専門医 消化器内視鏡学会専門医 

総合内科専門医 超音波専門医 
      德竹康二郎 平成 17 年卒 消化器内視鏡学会専門医 

消化管学会胃腸科指導医 

               木村岳史 平成 17 年卒  消化器病学会専門医 消化器内視鏡学会専門医 

                                肝臓学会専門医 

               宮島正行 平成 18 年卒  消化器内視鏡学会専門医 
          佐藤幸一 平成 24 年卒 

曜日 午前 午後 カンファレンスなど 

月 病棟回診 超音波検査 内視鏡検討会(18:00～) 

火 内視鏡検査 病棟業務、ERCP Cancer board(17:30～) 
内視鏡検討会（19:00～） 

水 内視鏡検査 病棟業務  
木 病棟回診 病棟業務  
金 内視鏡検査 病棟業務、ERCP 病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（7:30～） 


