
内科後期臨床研修プログラム 

Ⅰ.プログラムの名称 

ＰＬ病院内科後期臨床研修プログラム 
 
Ⅱ.プログラムの目的と特徴 
内科医を志す人は、初期研修2年を終了した後、3年次以降3年間の後期研修プログラムに入る。

当院内科は腎臓、血液、消化器、循環器、呼吸器のグループからなる。この後期臨床研修プログ

ラムでは、希望によりグループをローテーションし、その後専門とする1つのグループに所属するも

のとする。後期研修を通してすべての内科疾患を診療できる能力を身につけることを目的とし、3年

間の後期研修が終了すれば、日本内科学会認定内科専門医制度の認定内科医試験の受験資格

を得ることができる。認定内科医資格を取得することが将来専攻する診療科の専門医（認定医）資

格を得る前提となる。 

 
Ⅲ.プログラム指導者と施設 
①プログラム指導者 
 内科部長 板垣信生 近畿大学 昭和 55 年卒 
           日本内科学会認定医 
           日本腎臓学会専門医 
           日本透析学会指導医・認定医 
②施設 
 PL 病院内科 
 腎センター 
③指導医リスト 
 内科部長    板垣信生 近畿大学 昭和 55 年卒 
              日本内科学会認定医 
              日本腎臓学会専門医 
              日本透析学会指導医・認定医 
 副院長     御木達也 日本大学大学院 昭和 49 年卒 
              日本内科学会認定医 
 診療部長    北村義生 日本大学大学院 昭和 51 年卒 
              日本内科学会認定医 
              日本循環器学会専門医 
 内科副部長   吉村睦夫 京都府立医科大学 昭和 45 年卒 
              日本内科学会認定医 



              日本循環器学会専門医 
              日本心身医学会認定医 
 内科医長    石田典裕 近畿大学大学院 平成 2 年卒 
              日本内科学会認定医 
              日本循環器学会専門医 
              日本心血管インターベンション学会指導医・認定医 
              日本医師会認定産業医 
 内科医長    福田勝彦 大阪市立大学 昭和 63 年卒 
              大阪市立大学大学院 平成 7 年修了 
              日本内科学会認定医 
              日本消化器病学会認定医 
 内科医長    松田光弘 近畿大学 昭和 62 年卒 
              近畿大学大学院 平成 5 年修了 
              日本内科学会認定医 
              日本臨床腫瘍学会指導医 
 健康管理科部長 橋本清保 日本大学 昭和 49 年卒 
              日本内科学会認定医 
 内科医員    清島 啓 近畿大学大学院 平成 16 年卒 
              循環器内科 
 呼吸器科主任  遠山佳樹 大阪市立大学大学院 平成 17 年卒業 
              呼吸器内科 
 内視鏡室主任  白濱健太郎 奈良県立医科大学 平成 10 年卒業 
              日本内科学会認定医 
              日本消化器内視鏡学会専門医 
              日本消化器病学会専門医 
 内科医員    白 亮  近畿大学 平成 12 年卒業 
              循環器内科 老人内科 
 
Ⅳ.教育目標 
 A.一般目標 
患者の多彩なニーズに対応できる幅広い知識と技術を持った良識をある臨床医を育成す

ることを目的とする。 
 初期臨床研修において学んだ基礎的な事項に加え、入院患者および外来患者の診療を通

じて、専門医として必要な専門的知識と診療技術を修得するとともに、学会活動を通じて

臨床研究についての知識を深める。  
 



 B 行動目標 
１） 臨床医として必要な基本的事項を身につける 

①医師としての基本的な診療技術・知識・判断力・態度  

②緊急を要する疾患・病態に対応できる臨床的能力  

③患者や家族の有する問題を身体的、心理的及び社会的側面から全人的に理解し、適切に

対処できる  

④患者及び家族とのコミュニケーションを十分に適切に行うことができる  

⑤チーム医療の原則を理解し、パラメディカルスタッフや他科医師など、他の医療メンバーと

協調できる  

⑥適切な時期に、専門医への診療依頼、他施設への患者紹介ができる  

⑦診療録やその他の医療記録を適切に作成できる  

⑧医療に関する法令を遵守し、福祉制度を理解する  

⑨自己評価を行い、第三者による評価を受け入れ、自己教育を継続して診療の質の向上を

はかる態度  

２） 専門知識および専門的診療技術の習得 
以下に各グループの必要とする検査・治療・疾患群を挙げる 
循環器 

a．検査法 
 ・  診察・検査所見の異同が理解でき、異常値の場合適切な対応が行えること 

・ 動脈血ガス、胸部Ｘ線検査、造影CT検査、造影MRI検査、 

・ 心電図、運動負荷試験、ホルター心電図、心エコー検査（経食道心エコー検査） 

・ 心臓カテーテル検査（右心カテ、左心カテ、冠動脈造影検査） 

・ 心血管造影 

b．治療法 

EBMに基づく治療の実践が行えること、知識のアップデートが行えること 

・ 非薬物療法（食事療法、運動療法）の指導実践 

・ 薬剤の処方 

・ 循環器疾患の手術適応 

・ 循環器疾患、脂質代謝、糖代謝の総合的治療 

・ 急性心不全に対する治療（非観血的治療、観血的治療の選択） 

・ 人工呼吸器管理 

・ IABP、PCPSの装着と管理 

・ PCI治療 

・ 不整脈の治療 

・ ペースメーカーの挿入 

・ 循環器疾患のリハビリテーション 



・ 在宅酸素療法 

c．研修が望ましい疾患 

心不全、虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈、心筋炎、心膜炎、大動脈疾患、 

末梢血管疾患、血圧異常、肺性心など 

呼吸器 

a．検査法 

 ・血算、血液生化学 

 ・喀痰検査：グラム染色、細菌培養、細胞診 

 ・動脈血ガス検査 

 ・胸部Ｘ線検査 

 ・胸部CT 

 ・胸部MRI 

 ・気管支鏡検査 

 ・胸部超音波検査 

 ・肺機能検査 

 ・胸腔穿刺、胸腔ドレナージ 

 ・胸膜生検 

 ・経皮肺生検（CTガイド下肺生検） 

 ・リンパ節針生検 

b．治療法 

 ・生活療法 

 ・薬物療法 

 ・在宅酸素療法 

 ・輸液療法 

 ・各種抗生剤の使用 

 ・内視鏡的治療 

 ・呼吸管理：酸素吸入、気管内挿管、人工呼吸器管理 

 ・抗癌剤の使用法 

 ・手術適応の決定 

c．研修が望ましい疾患 

 ・呼吸器感染症（肺炎、肺結核、ウイルス感染症、肺真菌症） 

 ・閉塞性障害を来す疾患（気管支炎、肺気腫、気管支喘息、細気管支炎） 

 ・拘束性障害を来す疾患（肺線維、じん肺症） 

 ・肺腫瘍（肺過誤腫、小細胞癌、非小細胞癌） 

 ・肺循環障害（肺梗塞、肺高血圧症） 

 ・肺のう胞、自然気胸 



 ・胸膜疾患（胸膜炎、悪性中皮腫）    など 

消化器 

a．検査法 

 ・理学的所見の取り方（含・直腸指診） 

 ・尿、糞便検査（潜血反応、脂肪便）、便培養 

 ・血算、血液生化学、肝機能、膵機能 

 ・身体計測（栄養学的評価） 

 ・腹部超音波検査 

 ・消化器Ｘ線検査：腹部単純Ｘ線検査・上部消化管Ｘ線検査・低緊張性十二指腸造影・小腸Ｘ線

造影・下部消化管造影・腹部血管造影・胆嚢・胆管造影・膵管造影     腹部CT・MRI 

 ・内視鏡検査：胃・十二指腸内視鏡検査・内視鏡的膵胆管造影・大腸内視鏡検査 

 ・腹腔鏡検査 

 ・肝生検 

 ・胃液・胆汁・膵液検査 

 ・腹水検査 

 ・腹腔穿刺 

b．治療法 

 ・生活療法、食事療法 

 ・薬剤の処方 

 ・栄養療法（経腸・中心静脈栄養） 

 ・在宅栄養療法 

 ・輸液・輸血 

 ・内視鏡的治療（止血、ポリペクトミー等） 

 ・経動脈的塞栓療法 

 ・インターフェロン療法 

 ・抗癌剤の使用法 

 ・手術適応の決定 

c．研修が望ましい疾患 

食道、胃、腸の疾患、肝炎、肝硬変、肝癌、胆道疾患など               膵炎、膵臓癌、

腹膜疾患など 

血液 

a．検査法 

  ・一般検査 

  ・血算、血液化学検査 

  ・血液型検査、交叉試験 

  ・肝機能検査、腎機能 



  ・血液凝固線溶因子 

  ・免疫学的検査 

  ・骨髄穿刺と生検 

  ・染色体分析 

・組織生検：リンパ節、皮膚、腎、唾液腺 

  ・血液細胞のフローサイトメトリー 

b．治療法 

・薬剤の処方 

   ・ステロイドホルモンの使用法 

   ・免疫抑制剤の使用法 

   ・抗癌剤の使用法 

   ・輸液、輸血 

   ・造血幹細胞移植術 

   ・抗生物質の使用方法 

c．研修が望ましい疾患 

赤血球疾患、白血球疾患、骨髄増殖性疾患、リンパ増殖性疾患、血漿蛋白異常、血小板異常、凝

固異常 

腎臓 

a．検査法 

・腎機能検査 

 ・X線検査 

 ・腎血管造影、他の血管造影 

 ・超音波検査 

 ・腹部のCT、MRI 

 ・腎核医学検査 

・腎生検および組織学的検査  

b．治療法 

 ・非薬物療法     生活療法、食事療法 

 ・薬剤の処方 

 ・輸液療法 

 ・急性透析療法（血液透析、CAPD、血漿交換療法） 

 ・慢性透析療法（血液透析、CAPD） 

c．研修が望ましい疾患 

急性腎不全、慢性腎不全、各種糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、腎盂腎炎 

3)保険診療に関する知識の修得  



日常診療の中で、レセプト点検などを通じて、医療保険制度の枠組みと内容について理解す

る。  

4)リスクマネージメント  

日常診療の中でおきる可能性のある医療ミス・医療事故・院内感染などに対するリスクマネー

ジメントに関して、院内の委員会活動や指導医の助言を通じて知識を深める。  

5)臨床研究  

各種学会、関連領域研究会、院内の研究会、症例検討会での発表を通じて、臨床研究の手

法について修得する。  

後期臨床研修期間中の3年間に、学会発表を行うことを原則とする。  

6)認定医（専門医）資格の取得  

後期臨床研修中に受験資格が整った段階で、日本内科学会認定医認定試験を受け、認定

医の申請を行うことが望ましい。  

後期臨床研修終了後は、受験資格が整った段階で、初期臨床研修および後期臨床研修中

の臨床経験をもとに、学会認定医（専門医）の申請を行う。 

  

Ⅴ.教育課程  

1）研修期間  

研修期間は１年から3年間を選択できる。より長期間が望ましい。  

2）研修方法  

入院患者の主治医として、また週に少なくとも1回以上の一般外来診療を通じて、指導医の

助言を得ながら診療にあたる。適切な指導を受けるために以下にあげた項目を実施してい

る。  

（１）指導医による入院患者の回診、及び総合的症例カンファレンスを少なくとも週に１回以

上  

（２）指導医による診療録やその他の医療記録のチェック  

（３）死亡症例に関する症例検討  

死亡例については可能な限り病理解剖を実施し、病理学的診断が行えるようにするこ

とが望ましい。  

 

Ⅵ.評価方法  

（１）研修記録等をもとに自己評価および指導医評価の形で形成的評価を行う。  

（２）後期臨床研修1年次が終了した時点で研修内容を評価し、これを踏まえて2年次以降の

研修計画を修正する。  

Ⅶ.プログラム終了の認定 

 ＰＬ病院後期研修プログラムの規定に従って終了証書を授与する。 

 



Ⅷ.プログラム終了後の進路 

 研修終了後は、研修委員会の評価によりスタッフとして後進の指導にあたってもらう道もあり、ある 

いは関連大学での研究生活に入ることも可能である。 

 


