
整形外科後期臨床研修プログラム  
 
Ⅰ.プログラムの名称 
 ＰＬ病院整形外科後期臨床研修プログラム 
 
Ⅱ.プログラムの目的と特徴 
  将来整形外科を標榜する医師のための 3 年間の研修プログラムであり、整形外科および整形外科に関

連したリハビリテーション医学全般にわたる研修を主体としたものである。 
 
Ⅲ.プログラム指導者と施設 
 ①プログラム指導者 
  整形外科部長 松倉 登  大阪市立大学 昭和 50 年卒業 
               大阪市立大学大学院 昭和 56 年卒業 
               日本整形外科学会専門医 
               日本リハビリテーション医学会専門医 
               日本リューマチ学会認定医 
               日本整形外科学会スポーツ認定医 
               日本整形外科学会脊髄病医 
 ②施設 
  ＰＬ病院整形外科 
 ③プログラムに参加する診療科 

整形外科、理学診療科 
 ④指導医リスト 
  整形外科部長 松倉 登  大阪市立大学 昭和 50 年卒業 
               大阪市立大学大学院 昭和 56 年卒業 
               日本整形外科学会専門医 
               日本リハビリテーション医学会専門医 
               日本リューマチ学会認定医 
               日本整形外科学会スポーツ認定医 
               日本整形外科学会脊髄病医 
   
  整形外科主任 野瀬 優  近畿大学 平成 2 年卒業 
               日本整形外科学会専門医 
 
Ⅳ. 教育目標 
 A. 一般目標  

前期研修 2 年を終了した整形外科後期研修医の研修は以下の 3 点を満たすことを目標とする。  
（１）患者の多彩なニーズに対応できる幅広い良識を持ち、通常の臨床現場で遭遇することの多い疾患

について手術を含む診療を行える知識、技術を備えること。後進の医師(前期研修医など)の教育



に参加できること。  
（２）整形外科専門医として必要な専門的知識および専門的診療技術を修得することに努め、日本整形

外科学会専門医資格の取得(6 年以上の研修が条件である)を最低目標とすること。  
（３）日常臨床の中で問題を発見し、日本整形外科学会をはじめとする学会で学術成果を発表すること。

自らの将来の専門分野を選択できること。  
 
B. 行動目標  
整形外科後期臨床研修で必要と考えられる研修内容は以下のとおりである。  
内容の詳細については日本整形外科学会の定める整形外科卒後研修ガイドラインに準ずるものとす

る。  
１）医師として必要な一般的事項 （臨床医として必要な以下の基本的事項を身につける）  

 
１．全ての臨床医に必要な基本的な診療に必要な知識・技能・態度を身につける。  
２．骨・運動器疾患の患者の身体症状・心理的状況・ニーズについて理解する。  
３．緊急を要する病態に対する対応の仕方を理解する。  
４．慢性期の疾患、高齢者の疾患の治療(リハビリテーションを含む)について理解する。  
５．患者、家族との良好な人間関係を確立し、適切な説明を行い、理解を得ようとする態度を身につ

ける。  
６．患者の人間的・心理的側面にも配慮し、総合的に問題解決を図る能力を身につける。  
７．他の医療メンバーと協調し協力する習慣を身につける。  
８．電子カルテを用いた適切な診療記録を作成することが出来る。診断書などの医療文書を正しく記   
  載できる。 
９．クリティカルパスの使用、評価、改訂を他の医療メンバーと協力して行える。  
10. 医療保険、介護保険、社会福祉施設、医事紛争など医の社会的側面について理解する。健康保険

制度と保険診療の実際についてレセプト点検などを通じて理解し、適切な保険診療が出来る。  
11. 日常診療の中で生じ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理解し、必要な行動が取れる。  
12. 適切なコンサルテーション、転院などの方策が取れる。  
13. 臨床を通じて思考力、判断力および創造力を培い、自己評価をし、第三者の評価を受け入れフィ

ードバックする態度を身につける。  
２）整形外科医として必要な事項 （実際の現場においての知識と技術の獲得のために） 
 
（１）運動器の基礎知識  

１．骨・軟骨・関節  
① 代謝、発生、発育、変性、リモデリング、骨折の治癒、軟骨の修復を理解できる。 

２．神経・筋・腱・脈管  
①  筋、神経、中枢や末梢神経系、腱、脈管系の生理と機能を理解できる。 

（２）関連領域の基礎知識  
１．病理学、微生物学、免疫学、遺伝学、運動学、バイオメカニクス・材料力学、放射線医学、 
  バイオマテリアル 



（３）整形外科的検査法  
１．Ⅹ線検査  
造影、ＣＴ、断層などを含む  

２．ＭＲＩ  
３．超音波検査  
４．電気生理学的検査 （中央検査室の技師の協力で） 

  ５．病理組織学的検査  
６．関節鏡  
７．骨密度測定  

（４）整形外科診断学  
１．外来での診察を通じて的確な診断技術を養う。  
２．日整会各種機能評価判定基準   
  

（５）整形外科的治療学総論  
  １．保存的治療では 

  薬物療法 、固定法(包帯法、副子、ギプス、テーピングなど) 、 各種注射法 、牽引療法 、 
  装具療法 、 理学療法・作業療法   

２．手術的治療では 
  麻酔・全身管理 、術前準備 、 骨手術(骨移植術を含む) 、 関節手術(鏡視下手術を含む)  
  筋・腱・靱帯手術 、脊椎・脊髄手術 、 神経手術 、形成外科的手術 （形成外科の指導 

      四肢切断術 、 四肢長調整手術 、 組織移植と保存法 、 術前・術後管理  
（６）整形外科的外傷学  
  １．外傷総論では  

 救急外傷 、 骨・関節の外傷 、 神経・筋・腱・靱帯の外傷 、 血管の外傷 、 手の外傷  
  スポーツ外傷・障害  

２．外傷各論では  
① 脊椎・胸郭  

a)脊椎・脊髄損傷  
b)肋骨・胸骨骨折  

② 上肢帯・上肢  
a)肩甲骨骨折 、鎖骨骨折  
b)肩鎖・胸鎖関節部骨折・脱臼  
c)肩関節脱臼・脱臼骨折  
d)肩腱板損傷  
e )上腕骨頚部骨折 、上腕骨骨幹部骨折  
f )肘周辺骨折・脱臼  
g )前腕骨骨折  
h )手部の骨折・脱臼  
i)手指の腱・神経・靱帯損傷  

⑨ 下肢帯・下肢  



a)骨盤骨折  
b)股関節周辺骨折・脱臼  
c)大腿骨頚部・転子部骨折 ,大腿骨骨幹部骨折  
e)膝周辺骨折・脱臼、膝蓋骨脱臼  
f)膝関節の靱帯損傷、半月損傷  
g)下腿骨骨折  
h)足関節部の脱臼・骨折  
i)足部の脱臼・骨折  
j)足関節・足部の靱帯損傷  

（７）整形外科的疾患の診断と治療  
  １．退行性骨・関節疾患  

① 変形性関節症 , 変形性脊椎症 , 脊柱靱帯骨化症  
② 骨粗鬆症  

２．神経・筋疾患  
①末梢神経麻痺 、絞扼性神経障害  
②運動ニューロン疾患  
③脳性麻痺  
④ 筋疾患  

３．骨壊死・骨端骨化障害  
① 骨端症  
② 無腐性骨壊死  
③ 離断性骨軟骨炎  

４．関節リウマチとその周辺疾患  
① 関節リウマチ やリウマチ近縁疾患  
②結晶性関節炎  

５．骨系統疾患・骨代謝疾患  
① 先天性骨系統疾患  
② 代謝異常または内分泌異常による骨疾患  

６．先天異常  
７．骨・軟部腫瘍とその類似疾患  
① 骨腫瘍 、 軟部腫瘍 、 腫瘍類似疾患  
② 滑膜性骨軟骨腫症など  
③ 転移性骨腫瘍  

８．感染症(化膿性、結核性など)  
① 骨・関節 、 軟部組織  

９．部位別疾患  
① 頚部疾患  

a)筋性斜頚  
b)胸郭出口症候群  

②脊柱・脊髄  



a)脊柱変形  
b)脊髄腫瘍  
c)脊髄症  
d)脊椎症  
e)リウマチ性脊椎炎またはリウマチ頚椎  
f)椎間板ヘルニア  
g)脊椎分離・すべり症  

③上肢帯・上肢  
a)反復性肩関節脱臼  
b)動揺肩  
c)肩腱板損傷  
d)外反肘・内反肘  

④手  
a)先天異常  
b)拘縮  
c) 麻痺手  
d) リウマチ手  
e) 後天性変形  

⑤下肢帯・下肢  
a)先天性股関節脱臼  
b)大腿骨頭すべり症  
c)膝蓋骨脱臼  
d)内反膝・外反膝  
e)リウマチ膝  
f)先天性内反足  
g)外反母趾  
h)リウマチ足  

（８）整形外科リハビリテーション  
１．障害の診断(測定、評価)  
２．治療目標の設定  
３．治療手段  
① 理学療法  
② 運動療法  
③ 作業療法  
④ 義肢・装具・自助具  
⑤ 医療ソーシャルワーク  

４．障害認定  
５．各論  
① 対麻痺、四肢麻痺  
② 脳性麻痺  



③ 関節リウマチ  
④ 神経・筋疾患  
⑤ 術後療法  
⑥ 切断者リハビリテーション  

 
３）臨床研究  
（１）日常臨床において常に根拠に基づいた診療を行う態度を持ち、そのため に指導医の助言を求

めるのみでなく、積極的に文献検索を含めた知識の取得に努める。  
（２）日本整形外科学会の正会員となり、専門医取得を最低目標として基礎的事項を含めた学習を行

う  
（３）３年１回以上の学会発表と３年間に１篇以上の論文投稿を行う。  

 
Ⅴ.教育課程  
（１）研修期間  

原則として３年間  
（２）研修方法  

１．外来診療  
１週に１度以上の外来診療を行う。指導医が適切な助言を行う。  

２．入院診療  
入院患者の主治医または担当医となり、指導医の助言のもとに診療を行う。  

３．症例ごとの指導  
入院および外来患者の症例カンファレンス、回診、指導医による診療録その他のチェック

を行う。  
４．手術と検査  

手術および検査の術者および助手となり、指導医の指導の下に手技の習得に努める。  
５．抄読会  

定期的に抄読会を行い、広い知識の習得に努める。  
６．学会活動  

指導医の指導の下に学会発表、論文執筆を行う。学会発表のテーマは最初は指導医が与え

るが、以後は自身でテーマを発見することが望ましい。  
７．後進の医師、他職種の指導  

自身が習得した知識・技術・考え方を伝えることで自身の知識の整理、確認を行う機会を

作る。  
８．3 年間修了時までに術者として行えるべき手術の例  

頚椎前方固定術、脊椎後方除圧術、腰椎部のインストゥルメンテーション、腰椎椎間板ヘ

ルニア摘出術、骨折観血手術(各部位)、骨折非観血手術(各部位)、膝関節鏡視下手術、人工

骨頭置換術(肩、股関節)、人工股関節置換術、人工膝関節置換術  
 
Ⅵ.評価方法 

１年に１回以上、日本整形外科学会発行の研修手帳の内容に準じて自己評価と指導医による評価を



行う。  
 
Ⅶ.プログラム修了の認定 
 ＰＬ病院後期研修プログラムの規定に従って修了証書を授与する。 
 
 
 


