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① ジェネラリスト・スペシャリストが一体となった内科診療
総合医・各専門医は内科医としての共通基盤を重視し、常に診療、カン

ファレンス、勉強会等を合同して行っています。それぞれの専門性を共有
しながらも、最新のエビデンスに基づいた内科診療を目指し切磋琢磨して
います。
② 病歴・身体所見・診断プロセスを重視した内科医
入院・外来症例のカンファレンスを通して経験を共有し、病歴・身体所

見を重視した臨床推論を学べます。また、診断プロセスの振り返りも定期
的に行い、その共有・向上にも力を入れています。
③ 多彩な診療の場で活躍できるジェネラリスト
病棟入院診療だけでなく、初診・再診・救急外来・訪問診療などの多彩

な診療場面の経験を通して、どんな地域でも通用するジェネラルな内科医
を育てます。また、検査・手技なども各専門医に指導を受けながらスキル
アップできます

当院内科の特徴とは
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栃木医療センターで運用中の
研修医プログラムと専攻医数（2019.4.1現在）

新制度 内科専門医プログラム 4名

旧制度 内科専門医プログラム 2名

新制度 総合診療専門医プログラム 2名

旧制度 総合診療専門医プログラム 2名

初期研修 協力型



内科スタッフ一覧（常勤）（2019.4.1現在）

総合内科（9名）
•小澤労
•三戸勉
•杉山嘉宏
•大石祐嗣
•平岩卓
•金田真悠子
•千嶋巌
•駒ヶ嶺順平
•矢吹拓（医長）

循環器内科（5名）
•久野貴弘
•古藪陽太
•諏訪秀明
•足立太一（医長）
•加藤徹（臨床研究部長）
消化器内科（5名）
•内藤恵理
•内藤裕史
•吉竹直人（医長）
•小池健郎（医長）
•上原慶太（部長）



新専門医制度
内科専門医研修プログラム
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医
師
国
家
試
験
合
格

初期臨床研修
2年

病院総合医
コース

内科・消化器内科
内科・循環器内科
内科・呼吸器内科
内科・腎臓内科
内科・神経内科
内科・血液内科
内科・リウマチ科

内科・糖尿病・内分泌内科
内科・救急科
内科・感染症科
内科・総合内科

卒後
1年

卒後
2年

卒後
5年

卒後
4年

卒後
3年

病歴提出 筆記試験

栃木医療センター内科研修プログラム（概念図）

プライマリケアコ
ース

特別連携
施設での
研修

連携施設
での研修



病院総合医コース
後期研修 病院総合医専門科重点コース
1年目 栃木医療センター内科（全科同時研修）
2年目 栃木医療センター内科（全科同時研修）

3年目 連携施設A
（希望の内科専門科(Subspeciality)を中心に研修）

将来、病院総合医、内科専門科(Subspeciality)を目指す医師向けのコ
ース
栃木医療センター2年間での研修で主担当医として少なくとも45疾患
群、120症例以上の診療経験と内科専門医取得のための29病歴要約の
提出をする
専攻医3年終了時に終了要件（主担当医として56疾患群以上、160症
例以上）を満たす症例数を達成することを目標とする
3年目の連携施設では各専門科(Subspeciality)の中で希望の科を研修
3年目は希望により「プライマリケアコース」との相互移動は可能
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プライマリケアコース
後期研修 プライマリケア重点コース
1年目 栃木医療センター内科（全科同時研修）
2年目 栃木医療センター内科（全科同時研修）

3年目 特別連携施設A
（地域連携・訪問診療）

特別連携施設B
（地域連携・訪問診療）

将来、プライマリケア医、家庭医を目指す医師向けのコース
栃木医療センターでの2年間での研修で終了要件（主担当医として56
疾患群以上、160症例以上）を満たす症例数を達成することを目標と
する
内科専門医取得のための29病歴要約は2年目終了時点で提出
特別連携施設には栃木医療センターの指導医も非常勤で勤務しており
、診療所の医師と共に研修の指導を行う
3年目は希望により「病院総合医コース」との相互移動は可能
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内科プログラム（病院総合医コース）
サブスペコース

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

1年目
総合内科研修

栃木医療センター内科研修

2年目
総合内科研修

栃木医療センター内科研修

3年目
【選択期間】

済生会宇都宮病院（内科全般・救命センター）
上都賀総合病院（リウマチ・膠原病、呼吸器）
獨協医科大学日光医療センター（循環器）
東京都立多摩総合医療センター（東京）

隠岐島前病院（島根）
丸太町病院（京都）

健育会西伊豆病院（静岡）
名瀬徳州会病院（鹿児島）

【選択期間】
済生会宇都宮病院（内科全般・救命センター）
上都賀総合病院（リウマチ・膠原病、呼吸器）
獨協医科大学日光医療センター（循環器）
東京都立多摩総合医療センター（東京）

隠岐島前病院（島根）
丸太町病院（京都）

健育会西伊豆病院（静岡）
名瀬徳州会病院（鹿児島）

※3年目は通年も可能
※2年目の後半から他院研修に出て最後6か月戻るというローテート研修もあります
※1年目12月までに３年次の研修先を決定しましょう



内科プログラム（プライマリケアコース）
診療所連携コース

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

1年目
総合内科研修

栃木医療センター内科研修

2年目
総合内科研修

栃木医療センター内科研修

3年目
【選択期間】

宇都宮協立診療所（訪問診療・一般外来・有床）
生協ふたば診療所（訪問診療・一般外来）

ひばりクリニック（訪問診療・一般外来・小児）
隠岐島前病院（島根）
丸太町病院（京都）

健育会西伊豆病院（静岡）
名瀬徳州会病院（鹿児島）

【選択期間】
宇都宮協立診療所（訪問診療・一般外来・有床）
生協ふたば診療所（訪問診療・一般外来）

ひばりクリニック（訪問診療・一般外来・小児）
隠岐島前病院（島根）
丸太町病院（京都）

健育会西伊豆病院（静岡）
名瀬徳州会病院（鹿児島）

※3年目は通年も可能。
※2年目の後半から他院研修に出て最後6か月戻るというローテート研修もあります
※1年目12月までに３年次の研修先を決定しましょう



研修医の週間予定（例）
（年間継続して研修）

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土日

A
医
師

初診 救急 上部内視鏡 腹部超音波 上部内視鏡

休日

救急 再診

B
医
師

上部内視鏡 初診 救急 心カテ 上部内視鏡

再診 心臓超音波 救急

C
医
師

腹部超音波 救急 初診

救急 心臓超音波 再診 頸動脈超音
波



各研修施設の概要
（平成31年2月現在.剖検数：平成29年度）

病院 病床数 内科系病
床数

内科系診
療科数

内科系指導
医数

総合内科
専門医数

内科剖
検数

基幹施設 栃木医療センター 350 100 6 8 7 2
連携施設 済生会宇都宮病院 644 219 10 21 35 16
連携施設 上都賀総合病院 352 160 8 6 4 6
連携施設 獨協日光医療センター 199 120 8 12 4 8
連携施設 栃木県立がんセンター 291 86 4 5 8 1
連携施設 洛和会丸太町病院 150 51 6 6 4 3
連携施設 多摩総合医療センター 789 249 11 40 37 32
特別連携施設 宇都宮協立診療所 19 19 1 0 0 0
特別連携施設 生協ふたば診療所 0 0 1 0 0 0
特別連携施設 ひばりクリニック 0 0 2 0 0 0
特別連携施設 村井クリニック 0 0 1 0 0 0
特別連携施設 隠岐島前病院 44 44 1 4 0 0
特別連携施設 西伊豆健育会病院 78 53 2 0 1 0
特別連携施設 名瀬徳洲会病院 270 124 4 1 1 0



内科専門医研修施設の内科13領域の研修
の可能性

病院 総合内
科 消化器 循環器 内分泌 代謝 腎臓 呼吸器 血液 神経 ア レ ル

ギー 膠原病 感染症 救
急

栃木医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

済生会宇都宮病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

上都賀総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○

獨協日光医療センター × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×

栃木県立がんセンター × ○ × × × × ○ ○ × × × × ×

洛和会丸太町病院 ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○ ○

多摩総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宇都宮協立診療所 ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △

生協ふたば診療所 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

ひばりクリニック ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

村井クリニック ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

隠岐島前病院 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

西伊豆健育会病院 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ × ○ △ ○ ○

名瀬徳洲会病院 ○ ○ ○ × × × △ × ○ × × ○ ○

○:研修できる △:時に経験できる ×:ほとんど経験できない



内科専門研修 連携施設①
■済生会宇都宮病院
栃木県救命救急センター受託医療機関で、内科の各種専門診療
を提供する病床数644床の宇都宮随一の急性期病院．三次救急
を扱う高度救命センターで、当院から10-15分程度と最寄り。

■上都賀総合病院
鹿沼市に位置する厚生連グループの病床数352床の急性期病院
。内科領域では特に膠原病・呼吸器診療に力を入れている。精
神科病床も有するため、内科疾患を併存した精神科患者さんを
お願いすることも

■獨協医科大学日光医療センター
日光市に位置する大学病院所属の急性期病院．病床数は199床
と少なめだが、循環器診療に力は入れている．当院からは高速
を利用して30-40分程度．足立先生も非常勤で勤務
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内科専門研修 連携施設②
■栃木県立がんセンター
当院から車で15分。化学療法をはじめ癌の内科的
管理を広く学ぶことが出来ます．特に血液がん、乳
がん、肺がん、消化器がんに対する化学療法実施例
が豊富．
■洛和会丸太町病院
病棟、救急、外来、診療所、在宅診療と場所を問わ
ず、全人的医療を展開し患者に寄り添うことのでき
る総合診療専門医の養成を目的としています。
■多摩総合医療センター
東京都多摩地区医療圏の中心的な急性期病院であり
、内科の全領域での卓越した指導医陣と豊富な症例
数を誇り、東京ER多摩と救命救急センターでの救
急医療も必修とし、総合内科的基盤と知識技能を有
した専門医の育成を目標とします。



内科プログラム：年間スケジュール
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 ４月 J-OSLER登録ID付与・利用開始
 ９月 J-OSLER半期の評価
（自己評価・専攻医評価・多職種評価・指導医評
価・技術技能評価）

 12月 ３年次ローテート研修先決定・交渉開始
 3月 J-OSLER年度の評価
（自己評価・専攻医評価・多職種評価・指導医評
価・プログラム評価・技術技能評価）

 学会発表・JMECC受講



当院専攻医の登録状況
・症例登録全例：平均123/160例（修了要件の76.9%）
・疾患群別：平均44.5/70疾患群（修了要件の63.6%）
総合内科Ⅰ（一般） ５ 総合内科Ⅱ（高齢者）７
総合内科Ⅲ（腫瘍） ２ 消化器 47
循環器 20 内分泌 6
代謝 15 腎臓 16
呼吸器 38 血液 8
神経 34 アレルギー 2
膠原病及び類縁疾患 8 感染症 9
救急 29

→当院では，循環器・消化器以外の専門診療科の常勤医は不
在だが，幅広く症例経験を積むことができている．

(2019.1.31段階）



専攻医１

専攻医１

専攻医２

専攻医２

(2019.1.31段階）栃木医療センター

栃木医療センター



J-OSLER承認済み症例 「専門研修」のみ
全国上位一覧(2019.1.31段階）

No
.

プログラム名 専門研修症
例 平均

1 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム 91.50

2 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム 91.00

3 伊丹Terra昆陽プログラム 65.00

4 小倉記念病院内科専門医研修プログラム 62.00

5 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム 58.00

6 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム 52.00

7 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム 52.00

8 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 50.00

9 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム 48.50

10 春日井市民病院内科専門研修プログラム 47.00

内科学会 J-OSLER



新専門医制度
総合診療専門医研修プログラム
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総合診療専門医プログラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

1年目 内科
栃木医療センター内科

小児科
栃木医療センター

小児科

2年目
総合診療Ⅰ

宇都宮協立診療所・生協ふたば診療所
ひばりクリニック

総合診療Ⅱ
獨協医科大学日光医療センター・利根中央病院

名瀬徳州会病院・県立宮古病院
健育会西伊豆病院

3年目
救急

済生会宇都宮病院
救命センター

総合診療Ⅱ
栃木医療センター

内科
栃木医療センター内科

※2年目は前半後半はたすきがけになります。
※ローテート研修は前後することがあります
※２年次のローテート研修先は可能な限り9月までに決めましょう。交渉があります



総合診療関連施設群
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総合診療専門研修 連携施設①
■済生会宇都宮病院
栃木県救命救急センター受託医療機関で、内科の各種専門診療
を提供する病床数600床の宇都宮随一の急性期病院．三次救急
を扱う高度救命センターで、当院から10-15分程度と最寄り。
■宇都宮協立診療所
有床の在宅療養支援診療所である．総合診療専門研修指導医が
常勤している．小児から高齢者までの総合診療外来があり，在
宅医療の症例も豊富である．医療生協の診療所として組合員の
健康づくり活動が多彩に展開されている．
■生協ふたば診療所
無床の在宅療養支援診療所である．総合診療専門研修指導医が
常勤している．同一施設内に居宅介護事業所や地域包括支援セ
ンター，通所リハビリ施設があり，幅広い地域医療や地域包括
ケアの研修が可能である．在宅医療の症例も豊富である．
■ひばりクリニック
無床の在宅療養支援診療所である．総合診療専門研修指導医が
常勤している．小児分野での在宅医療症例が豊富である．併設
する小児在宅療養患者の日中デイケア施設の取り組みが特徴の
一つである．
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総合診療専門研修 連携施設②
■獨協医科大学日光医療センター
日光市の病床数299床の大学病院所属の急性期病院．循環器診
療に力は入れており当院からは高速を利用して30-40分程度．
■利根中央病院
群馬県沼田市の病床数253床の急性期病院．家庭医療専門医も
在籍し、急性期診療から在宅診療まで幅広い診療を行っている
■健育会西伊豆病院
静岡県賀茂郡西伊豆町の病床数78床の急性期病院．回復期病床
もあり。有名な整形外科医仲田和正先生が院長
■県立宮古病院
沖縄県宮古島の中核病院．病床数276床で離島医療の経験を積
むことが可能．沖縄県立中部病院の関連の先生が多い
■名瀬徳州会病院
鹿児島県奄美大島にある270床の急性期病院．離島診療の経験
が可能．平島修先生が内科部長を務めており，地域医療に力を
入れている
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総合診療プログラム：
年間スケジュール
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 ４月 研修手帳
 ４/13 関東地区オリエンテーション
 ５/11 ポートフォリオスタートアップ勉強会
 年３回 ポートフォリオ発表会
 9月 ２年次ローテート研修先決定
 10月頃 北関東ポートフォリオ合宿
 J-OSLER ６ヶ月分
（自己評価・専攻医評価・多職種評価・指導医評
価・プログラム評価・技術技能評価）

 学会発表・研究



知識・最新のエビデンス・
診断プロセスを学べる多彩な
カンファレンス・勉強会



全体カンファレンス
日 月 火 水 木 金 土

7:30
各チーム
カンファ

各チーム
カンファ

スタッフ
会議

各チーム
カンファ

各チーム
カンファ

休
日

12:30

論文
抄読会

担当：
矢・千・
駒

(1-3-5)
クルズス
担当：小澤 総合

スタッフ
カンファ
担当：矢吹

ケース
カンファ
担当：
小澤

(1-3-5)
臨床研究・
症例報告検討
担当：駒・矢

(2-4)
MKSAP
担当：千嶋

(2-4)
CQ

担当：駒・矢

15:00

17:30 入院
カンファ

4F NDC
入院

カンファ

3F NDC

適宜外来カンファレンス



朝チームカンファについて
概要：
•各チーム毎に開催
•原則新入院提示と方針相談・決定の場
•新入院のプレゼン/受け持ち症例のレビュー/相談等
•総合・循環器・消化器全員集合が原則だが、チーム毎
にアレンジ可（例えば、〇曜日は全員集合とか）

•チーム毎に回診もOK（できれば回診は週１回は必要）
時間：7:30-8:30 月・火・木・金
場所：
A：４階カンファ室
B：３階カンファ室
C：３階スタッフルーム



入院カンファレンスについて
概要：
•内科全体で行う入院カンファレンス
•各自、報告・共有症例、相談症例、エラー事例等を決め
ておき開始前に司会に伝えておく

•ポイントを絞ったカンファレンス、要点・論点を伝えて
からプレゼン

•司会・タイムキーパー：小澤・矢吹
時間：17:30-19:30 月・木
場所：リハビリ室
学習目標：
症例検討、エラー・知識共有



当院で経験した比較的稀な症例
Good症候群
木村病
IgG4関連疾患
Steven Johnson Syndrome
DIHS/DRESS
ペラグラ
セレン欠乏
ACTH単独欠損症
ガストリノーマ
特発性腸間膜静脈硬化症
小腸内細菌異常増殖(SIBO)
アカラシア
Forestier症候群
ウイルソン病
ヘモクロマトーシス
E型肝炎
蛋⽩漏出性胃腸症
Werner症候群
血球貪食症候群
自己免疫性溶血性貧血

遺伝性球状赤血球症
血管内リンパ腫
赤芽球癆
後天性第9因子欠損症
Lemierre症候群
Ludwig angina
ノカルジア肺炎
腸管スピロヘータ症
Fitz-Hugh−Curtis症候群
Streptococcal TSS
肺外結核(髄膜/胸膜/腹膜/リ
ンパ節)
破傷⾵
Creutzfeldt Jakob Disease 
呼吸筋麻痺型筋萎縮性側索硬化
症
咽頭頸部上腕型Guillain-
Barre症候群
副咽頭間隙失神症候群
脳静脈洞血栓症
傍腫瘍神経症候群

脊髄梗塞
横断性脊髄炎
Mollaret髄膜炎
ナルコレプシー
肥厚性硬膜炎
両側延髄内側症候群
Munchhausen症候群
セロトニン症候群
悪性胸膜中⽪腫
肺胞分画症
IgA血管炎
結節性多発動脈炎
成人Still病
巨細胞性動脈炎
多中心性Castleman病
高安病
Vogt-小柳-原田病
Bechet病
家族性地中海熱



NDCについて
概要：
•週１回病棟毎に行う多職種症例カンファ
•医師・看護師・MSW・薬剤師・リハビリが一同に介し
て行うカンファレンス

•退院調整的な役割
•出た議論はチーム内で共有を
時間：①15:00-16:00 4階、②14:00-15:00 ３階
場所：①4階Nsステーション、②3階Nsステーション
準備：
・各チーム代表者を１人派遣
・チーム内で病棟・多職種と協議したい
症例をピックアップしておく
学習目標：多職種の意見まとめ・問題抽出能力



外来カンファレンスについて
概要：
•初再診を行った日に、診察した患者を全例振り返る
•その場その場では同日初診スタッフ医師やチームの上
級医に適宜相談

•外来カンファは事後的な振り返り
時間：各チームで相談
場所：各チームで相談
準備：
・特になし
・診察した患者リスト（電子カルテ）
学習目標：
外来診療の基本知識
コミュニケーションスキル



論文抄読会
概要：
•各自１週間の間に読んだ論文をdropboxで共有
•読んだ論文についてそれぞれが紹介
•じっくり型ではなくサラッと型。英語は読まず日本語で
紹介

•主にNEJM/Lancet/JAMA/BMJ/AIM/ACPJC等
内容：PC上でPDFを共有してそれぞれが論文紹介。
余裕のある人はPPT化してもOK
担当：矢吹・駒ヶ嶺
学習目標：
日常的に新規論文情報に触れる
自分でも論文を読んで皆に紹介できる



クルズス
概要：
•１/３/５週火曜に開催
• 30分×２講義 担当後期研修医＋スタッフ
• AAFP reviewを中心に簡潔的にまとめる資料作成
•年間スケジュールExcel表あり
•余裕があればガイドライン含めて内容追加可能
内容：レクチャー形式
担当：小澤
後期研修医：担当表参照
学習目標：
後期研修医の外来診療のminimal 

requirementの獲得
事前にPPTまとめる能力涵養



AAFP2019年度予定
日程 内容 文献

4月2日リンパ節腫大 Unexplained Lymphadenopathy: Evaluation and Differential Diagnosis 原因不明のリンパ節主張の評価と鑑別診断
4月2日腎疾患 Acute Kidney Injury: A Guide to Diagnosis and Management 急性腎障害の診断とマネージメント

4月16日冠動脈疾患と慢性心不全
Acute Coronary Syndrome: Diagnostic Evaluation
Acute Coronary Syndrome: Current Treatment 急性冠症候群の診断と治療

4月16日脂質異常症 Hyperlipidemia: Drugs for Cardiovascular Risk Reduction in Adults 脂質異常症の治療
5月14日貧血 Anemia in Older Adults 高齢者の貧血のマネージメント

5月14日アルコール使用障害 Helping Patients Who Drink Too Much: An Evidence-Based Guide for Primary Care Physicians アルコール摂取過剰患者へのアプローチ
5月28日アレルギーとアナフィアキシー Anaphylaxis: Recognition and Management アナフィラキシーのマネージメント
5月28日気管支喘息 Medications for Chronic Asthma 気管支喘息のコントロール

6月4日気管支喘息２ A Stepwise Approach to the Interpretation of Pulmonary Function Tests 呼吸機能検査の解釈

6月4日COPD
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Diagnosis and Management
Management of COPD Exacerbations COPDのコントロールと急性増悪時のマネージメント

6月18日悪性腫瘍 Oncologic Emergencies: Recognition and Initial Management オンコロジックエマージェンシー

6月18日悪性腫瘍２
Cancer Screening Recommendations from the ACS: A Summary of the 2017 Guidelines
Cancer Screening in Older Patients 悪性腫瘍スクリーニング

7月2日悪性腫瘍３ Colorectal Cancer Screening and Surveillance 大腸癌のスクリーニングとサーベイランス

7月2日高血圧
Evaluation and Management of the Patient with Difficult-to-Control or Resistant Hypertension
Severe Asymptomatic Hypertension- Evaluation and Treatment 重症高血圧のマネージメント

7月16日2型糖尿病
Type 2 Diabetes Mellitus: Outpatient Insulin Management
Management of Blood Glucose with Noninsulin Therapies in Type 2 Diabetes 2型糖尿病の治療

7月16日心房細動 Diagnosis and Treatment of Atrial Fibrillation 心房細動の診断と治療
7月30日めまい Dizziness: Approach to Evaluation and Management めまいのアプローチ
7月30日てんかん Epilepsy: Treatment Options てんかん治療

8月6日腎疾患２ Assessment of Microscopic Hematuria in Adults 尿検査の包括的アセスメント
8月6日腎疾患３ Diagnosis and Management of Nephrotic Syndrome in Adults ネフローゼ症候群の診断とマネージメント

8月20日気道感染症 Acute bronchitis 急性気管支炎
8月20日胃腸炎と急性下痢 Diagnosis and Management of Foodborne Illness 食中毒の診断と治療

9月3日肝炎とその他の肝疾患 Mildly Elevated Liver Transaminase Levels:Causes and Evaluation 軽度の肝酵素上昇の原因と評価
9月3日肝炎とその他の肝疾患２ Cirrhosis: Diagnosis, Management, and Prevention 肝硬変の診断、マネージメントと予防

9月17日脳卒中とTIA Diagnosis of Acute Stroke 脳卒中の診断

9月17日心不全
Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Diagnosis and Management
Heart Failure Due to Reduced Ejection Fraction: Medical Management HFrEFおよびHFpEFの診断とマネージメント

10月1日深部静脈血栓症と肺塞栓症
Diagnosis of Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism
Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism: Current Therapy DVT、PEの診断と治療

10月1日骨粗鬆症 Diagnosis and Management of Osteoporosis 骨粗鬆症の診断とマネージメント
10月15日失神 Syncope: Evaluation and Differential Diagnosis 失神の評価と鑑別診断
10月15日甲状腺、副甲状腺疾患 Hyperthyroidism: Diagnosis and Treatment 甲状腺機能亢進症の診断と治療
10月29日甲状腺、副甲状腺疾患２ Hypothyroidism: An Update 甲状腺機能低下症
10月29日インフルエンザ Management of Influenza インフルエンザのマネージメント

11月5日認知症 Evaluation of Suspected Dementia 認知症が疑われたときの評価
11月5日うつ病と双極性障害 Depression: Screening and Diagnosis うつ病のスクリーニングと治療

11月19日不安障害 Diagnosis and Management of Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults 全般性不安障害およびパニック障害の診断とマネージメント
11月19日機能性ディスペプシア２ Diagnosis and Treatment of Peptic Ulcer Disease and H. pylori Infection 消化性潰瘍とピロリ菌感染の診断と治療

12月3日関節炎と関節痛 Acute Monoarthritis: Diagnosis in Adults 急性単関節炎の診断
12月3日関節炎と関節痛２ Diagnosis, Treatment, and Prevention of Gout 痛⾵の診断、治療、予防

12月17日背部痛 Diagnosis and Treatment of Acute Low Back Pain 急性腰痛の診断と治療
12月17日背部痛２ Common Questions About Chronic Low Back Pain コモンな慢性腰痛について

1月7日頭痛 Acute Migraine Headache: Treatment Strategies 片頭痛発作の治療戦略
1月7日頭痛２ Chronic Daily Headache: Diagnosis and Management 慢性連日性頭痛の診断とマネージメント

1月21日胆道系疾患 Surgical and Nonsurgical Management of Gallstones 胆石のマネージメント
1月21日機能性ディスペプシア Update on the Evaluation and Management of Functional Dyspepsia 機能性ディスペプシアの評価とマネージメント

2月4日終末期ケア End-of-Life Care: Managing Common Symptoms 終末期ケアのよくある症状に対するマネージメント
2月4日健康維持とカウンセリング Counseling Patients in Primary Care: Evidence-Based Strategies プライマリケアにおける患者カウンセリング

2月18日慢性疼痛 Chronic Nonmalignant Pain in Primary Care 慢性非癌性疼痛
2月18日末梢血管疾患 Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Disease PADの診断と治療

3月3日前立腺疾患 Urinary Retention in Adults: Evaluation and Initial Management 尿閉の評価とマネージメント
3月3日成人の睡眠障害 Management of Common Sleep Disorders 睡眠障害のマネージメント



MKSAP勉強会
概要：
•みんなでMKSAPを解きます
• MKSAP18購入しました
https://mksap18.acponline.org/app

• ID/PW管理必要
•学んだ内容のTake Home Messageをシェア
内容：PC上でオンラインMKSAPにアクセスし、Custom 
Quizzesでランダムで3-5問程度ピックアップし、問題を
読んでみんなで回答。その後解説を読みます
担当：千嶋
学習目標：
内科疾患・病態のスタンダードを学ぶ

https://mksap18.acponline.org/app


総合内科スタッフカンファ New!
概要：
•新設です。新スタッフが多いので、慣れるまで知識・診
療内容の摺り合わせ目的に症例を通じてカンファします

•水曜12:30-13:30まで毎週行います
•各スタッフの受け持ち症例の提示とディスカッション
•入院症例中心ですが、時に外来症例も検討
準備：特になし
担当：矢吹、駒ヶ嶺
学習目標：
総合内科スタッフの診療内容摺り合わせ



ケースカンファレス
概要：
•プレゼンターを持ち回りとして１例症例提示
•症例は自身の経験例・失敗例でもOK、時にはNEJMや
SHMのClinical Problem Solvingからも抽出

• 1例１時間程度かけて、主訴・現病歴から患者背景とプレ
ゼンターが提示し、ディスカッサントが参加者にあてな
がら、鑑別診断を考え、臨床推論を展開
内容：ホワイトボード上で展開
担当：小澤
学習目標：
Caseカンファで症例提示できる
適切なディスカッションができる
最終的にディスカッサントになれる



臨床研究・症例報告検討 New!
概要：
•臨床研究・症例報告・letter作成などのアカデミックな発
信をサポートする検討会

• 1/3/5週の金曜
•実質的には、内科・総合診療の後期研修医にとっても３
年間で１本は報告が必要
内容：①報告・研究したいテーマのブラッシュアップ、
②実際の報告・発表作成支援
担当：矢吹・駒ヶ嶺
学習目標：
症例報告や臨床研究などのアウトプットができる



CQカンファ
〜Clinical Question〜
概要：
•日常臨床の現場からClinical Questionを立て、その内容
について検索する

•２/4週の金曜
内容：①症例提示、②質疑応答、③各自疑問を立てる、
④臨床疑問の定式化、⑤可能な範囲でエビデンスを調べ
る
学習目標：
日常診療の現場からCQを立てられる
CQについて調べることができる



不定期カンファレンス・勉強会
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

第１週

第２週
18:00
家庭医療
カンファ

17:30-
内科外科
カンファ

17:00-
青島先生
レク

第３週
16:00
脳卒中
カンファ

終日
マツケン
15:00
膠原病
花岡先生
17:30
デスカン
ファ

18:00-
振り返り

第４週
藤沼先生
カンファ
（不定期）

17:30-
内科外科
カンファ

16:00-
平島

フィジカル
(隔月)

第５週



脳卒中カンファ
概要：
•脳外科と脳卒中合同カンファレンス
•脳外科とディスカッションしたい症例、診断・管理に悩
んだ症例を提示して意見交換

•脳外科も血栓溶解療法や血管内治療症例の共有

時間：現在不定期開催/必要時招集
場所：4階カンファ室
準備：症例選定



家庭医療カンファ
概要：
•総合診療・家庭医療の後期研修医の勉強会
•ポートフォリオ作成支援
• 2018年度はMcWheeny抄読会を行っていました

時間：第２火曜18:00-19:30くらい
場所：４階カンファ室
準備：
• McWheeny読んでくる
•ポートフォリオ準備してくる



藤沼先生家庭医療カンファ
概要：
• CFMDの藤沼康樹先生を不定期にお呼びして家庭医療カン
ファレンスを開催

•困っている症例を相談したり、ランダムケースで検討し
たりしています

• Podcastも必聴！
時間：不定期、17:30-19:30くらい



内科外科カンファ
概要：
•外科との消化器診療合同カンファレンス
•内科症例の中で外科と共有したい症例、相談したい症例
の検討会

•手術適応症例の相談も可
•内科から紹介した症例の手術・病理所見の報告
時間：第２・４水曜日 17:30-

（ただし手術の関係で遅れることも）
場所：4階カンファ室
準備：症例選定



マツケンティーチング
概要：
•「マツケン」こと松本謙太郎先生によるティーチ
ング

•豊富な知識と様々な診断方法で特に医学生、研修
医に絶対的な信頼のある先生

•午前中に一緒にラウンドに回ってもらう予定
•午後論文抄読会後はケースカンファ
•内容は後期研修医と決めて良いかも
時間：毎月第３水曜日終日



花岡先生膠原病カンファ
概要：
•上都賀総合病院 膠原病内科 花岡亮輔先生のティーチング
•前半１時間は症例相談。各自が相談したい症例を入院・
外来問わず持ち寄る

•後半１時間はミニレクチャー
時間：毎月第３水曜日 15:00-
場所：4階カンファ室
準備：
•膠原病カンファに出す症例をピックアップ
•学んだ内容の書記・共有



病棟デスカンファ
概要：
•当院4階病棟で定期的に行っている死亡症例の振り返り
•臨床倫理の４分割法を用いて、医学的適応・患者の意向
・周囲の状況・QOLを確認

•院内多職種＋地域のかかりつけ医やケアマネなどを招く
•ピックアップ症例は病棟看護師
時間：隔月第３水曜日 17:30-
場所：4階デイルーム
準備：
•原則４階看護師が担当
•ホワイトボード上でファシリ



青島先生勉強会
概要：
•中野病院の薬剤師
• EBM領域では有名人で多くの論文を読み情報発信をして
いる

•薬剤師の地域医療日誌
http://blog.livedoor.jp/ebm_info/

•論文を読みながらEBMの基礎を教わる１年間
時間：毎月第２金曜 17:00- 2時間程度
場所：４階カンファ室
準備：
•原則先生がスライド等準備して下さいます



青島先生勉強会（2018年度のテーマ）
第1回 4月13日 RCT①

EBMとの出会いついて少々。
熱性痙攣の予防に解熱剤は使用すべき？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201407/537538.html

前景疑問/背景疑問、疑問の定式化
RCT論文の基本的な読み方
全数調査/標本調査、95％信頼区間

第2回 5月11日 RCT② 冠動脈狭窄のある人は血圧やコレステロールを下げる薬を飲んだ方がいい？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201408/537917.html

真のアウトカム、代用のアウトカム
代用のアウトカム改善が真のアウトカムを改善しなかったエビデ
ンスを紹介

第3回 6月8日 RCT③ 心房細動の予防にサプリメントは有効？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201409/538376.html

盲検化とは何ぞや。PROBEについても
プラセボ効果、ノセボ効果、ホーソン効果
プラセボのエビデンス！

第4回 7月13日 RCT④ 軽度のアルツハイマー型認知症にサプリメントは有効か
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201410/538996.html

intent-to-treat解析、サンプルサイズについて（αエラー、βエ
ラー）
統計的仮説検定について

第5回 8月10日 RCT⑤ Jikei Heart Studyを読んでみる。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17467513 ディオバン事件とは何だったのか？
利益相反について

第6回 9月14日 コホート① 総コレステロール値が高いのは良くないことですか？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201412/540109.html

RCTとコホート研究の違い。
曝露とは、交絡因子とは
食の欧米化について少し考えてみる！

第7回 10月12日 コホート② 抗菌薬でかぜの重症化は防げるか？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201501/540399.html

NNTと言う概念
スタチンのNNTをちょっと見てみよう！

第8回 11月9日 コホート③ 先発医薬品と後発医薬品の臨床的同等性を考察する
【南江堂 薬剤師のために医学論文の読み方・使い方第4章】

傾向スコアマッチングについて
後発品ってどうなの？

第9回 12月14日 症例対照研究BZD系薬を飲み続けると認知症になるって本当ですか？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201504/541786.html

症例対照研究とは
BZDと認知症について少々。
因果の逆転とは

第10回 1月11日 非劣性試験 チオトロピウム吸入薬の効果はどの剤形も同じ？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201509/543869.html

非劣性って何？
最近多いぞ非劣性試験NEJM

第11回 2月8日 メタ分析 【続】チオトロピウム吸入薬の効果はどの剤形も同じ？
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/ebm/201510/544283.html メタ分析って何？ 4つのバイアス

最終回 3月8日 メタ分析 認知症の早期発見に関する論文を読んでみよう
【南江堂 薬剤師のために医学論文の読み方・使い方第4章】

早期スクリーニングと病名について
【まとめレクチャー】論文情報をどう活用していくか。論文を読
み続けるために



振り返り
概要：
•毎月１回振り返りを開催しています
•ホワイトボード上に、①できたこと、②できなかったこ
と、③相談・困ったこと、④Next stepという枠組みでみ
んなで意見共有を行います

•自身の診療や生活を振り返る時間です
時間：毎月第３金曜 18:00- 1時間程度
場所：４階カンファ室
準備：
•特になし



平島先生フィジカル倶楽部
概要：
•奄美大島の名瀬徳州会病院内科部長平島修先生のフィジ
カル回診

•身体診察を一緒に学ぶ回診形式の勉強会

時間：隔月第４金曜 16:00- 2時間程度
場所：３階・４階病棟



ポートフォリオ発表会・合宿
概要：
•栃木県内の総合診療専門医プログラム（旧PC学会家庭医
療専門医プログラムver.2）のプログラムがある、自治医
大総合診療科、獨協医大総合診療科、済生会宇都宮病院
、当院などが集まって年３-4回程度行っているポートフ
ォリオの発表会

•レクチャー後に発表×人数分という形式
時間：年3-4回程度、本年度未定
場所：自治医大 or 当院
準備：
•ポートフォリオを１個作成
•企画側に回ることも可



栃木GIMカンファ
概要：
•自治医大総合診療科、獨協医大総合診療科、済生会宇都
宮病院、当院などが集まって年３-4回程度行っている総
合診療のカンファレンス

•紆余曲折あり、思考過程の共有や若手教育の場としてい
こうという流れ
時間：不定期
場所：獨協医大
準備：
•年１-２回ほど症例提示
•希望者を優先
•企画側に回ることも可



無修正動画倶楽部
概要：
•動画こそフィジカルの極意として、
年２回ほど、各自が撮ってきた動画
を共有して学び合うという会

•イベントとしては全国区です笑

時間：不定期、年２回
場所：こうぼう（近所の居酒屋）
準備：
•各自動画を撮像してくる
•患者さんには同意は取得しておく



初期研修医からのメッセージ
京都医療センター 2018年初期研修医 漆原愛子

初期研修2年目の夏に1ヶ月間、地域医療研修の一環として内科
で研修させて頂きました。教育熱心な上級医の先生方の指導の元で
病棟管理や初診外来、救急外来を経験できただけでなく、毎日昼に
各種勉強会があったり夕方に他院から訪れた講師による回診やレク
チャーが頻繁に行われていたりと、研修環境としては常に熱気に満
ちており恵まれた場所でした。週1回午後半日は近隣の診療所の訪
問診療に同行させて頂いたのですが、そこで診察した患者さんの一
人が後日救急車で栃木医療センターに搬送された際に救急外来での
対応及び担当医として退院まで見届けるというプロセスを経験し、
地域医療の奥深さを感じることもできました。デスカンファを通し
て死について改めて正解のない問いと、もやもや感を持ち帰ること
ができたことにも感謝しております。どうもありがとうございまし
た。



後期研修医からのメッセージ①
栃木医療センター 内科 2018年後期研修医 城田 祥吾

栃木医療センターの内科後期研修は、日本で最も優れた後期研修
の一つだと感じています。良いと感じるところは、枚挙に暇があり
ません。総合内科医+専門医(循環器、消化器)と後期研修医で構成
されるチーム編成、すべての内科疾患を受け入れる体制、救急から
入院管理、外来フォローまでを一貫して行えること、指導医とのマ
ンツーマンでの入院患者の方針相談と外来振り返りからチーム、内
科全体での症例検討、毎日内容が変わる昼の勉強会、招聘講師によ
る臨床推論特訓、EBM勉強会、フィジカルクラブ(身体診察勉強会)
、膠原病症例相談、面倒見のよい指導医の方々、相談しやすい内科
全体の雰囲気、などなど。研修の中で内視鏡や心臓カテーテル検査
、超音波検査なども自由に選択して研鑽することができます。これ
だけ豊富なコンテンツがある中、カンファレンスや勉強会の内容も
より目的意識をはっきりさせ、意義のあるものにしようと試行錯誤
し、進化しています。変化の中にこそ成長があります。現状で満足
することなく、日々進化している当院の研修をぜひおすすめします
。



後期研修医からのメッセージ②
栃木医療センター 総合診療 2018年後期研修医 川口雄史

私は総合診療科プログラムの後期研修医として研修をしています
。全国から集まる優秀な内科レジデントと共に総合内科として最新
のevidenceに基づいた医療を学べる一方、病院・在宅の両方を兼
ねる先生方からは家庭医療の本質を学ぶことができる貴重な研修環
境です。各方面で得意な分野を持つ一味違ったスタッフの先生方は
熱心かつ優しい先生ばかりで、日々のカンファレンスは和気藹々と
盛り上がりつつ、臨床推論や患者マネジメントの能力が確実に身に
ついていることを実感しています。また内視鏡やエコー等の手技も
学びながら、救急や初診で診る患者を自分で診断し、その後の入院
、退院後のフォローまで一貫してみています。医学的な問題だけで
は解決できない難しい症例も多く、知識だけでなく医師としての人
間性やスキルも試される環境ですが日々頭を抱えながらも濃密で充
実した楽しい研修生活を送っています。



後期研修医からのメッセージ③
栃木医療センター 内科 2018年後期研修医 三崎誠

私は東京で初期研修後に当院の内科研修プログラムで研修を開始し、はや1年が経
ちました。後期研修医の立場から当院での研修プログラムの特徴を話します。当院
での研修の特徴の1つは「魚（知識）を与えてくれるし、魚の釣り方も教えてくれる
」ことです。数多くあるカンファレンスや勉強会の中で多くの知識や経験を共有で
きるとともに、毎週開かれるCQ(clinical question)カンファでは、日々の診療で
もつCQの解決方法も学べます。それを毎日経験する多くの症例で応用することで自
己学習につながっています。今後臨床医をしていく中で、どの環境に行っても役に
立つ貴重な経験です。もう1つの大きな特徴は、総合内科に所属することで他の診療
科をローテーションしないで様々な領域の疾患を経験できることです。新しい内科
研修プログラムとなり、病院によっては他領域の診療科をローテーションしなけれ
ばならなくなりました。もちろんある診療科にどっぷりつかる時期があることのメ
リットは大きいです。しかし一方で、その期間に他の領域に触れられなくなること
もデメリットとしてあります。当院の後期研修医は総合内科に属しながら、循環器
や消化器など他領域の疾患も専門医の先生方に教えていただきながら初期診療から
退院まで患者さんを診させてもらえるため、同時期にバランスよく様々な疾患を経
験できます。以上、知識や経験の面でお話ししましたが、他に実感した点として、
先生方が常にmedicalやsocialな点を総合的に考慮して「最善な医療は何か」とい
う視点に立って診療していることです。後期研修医の私はやはり医学的なマネジメ
ントに視点が向きがちですが、それ以外の視点も同時に持たなければならないとい
う重要な姿勢も同時に学ばせていただいています。他では経験できない環境がここ
にはあります。是非一度見学に来てください。



内科医長からのメッセージ
当院では、内科・総合診療両方の専門医研修の

基幹病院です。共通するのがジェネラルな診療で
す。当院では、救急・外来・入院など入り口から
出口まで継続的な診療の場を経験することができ
、内科医として総合診療医として必要な包括性を
学ぶことができます。また、専門医も交えた内科
チームで診療を行うため、コモンな疾患を中心に
幅広く豊富な症例を経験できることは。中規模病
院ならではの利点と言えるかもしれません。また
、多彩な勉強会や明るく和気あいあいとした雰囲
気も売りのひとつです。当院には全国から若手医
師が集まり、切磋琢磨しながら日々成長していま
す。
栃木医療センターは毎年変わり続けています。

ジェネラルな研修に興味のある方、様々な場を経
験したい方、是非一度見学にお越し下さい！お待
ちしています！

内科医長 矢吹拓



●循環器内科医長よりメッセージ
内科救急では循環器疾患が多く、また循環器疾患の初期

診療は専門家でなくても習得すべきものであるため、内科
研修の場において、内科と循環器内科の境目はありません
。そのため診療体制においても、内科と循環器内科の境は
設けず、希望や技量に応じて循環器症例の初期診療から受
け持ち、心臓カテーテル検査をはじめとした各種の侵襲的
手技を共同して行える体制をとっています。また将来循環
器内科を目指している場合は、内科での初期研修の期間は
常に循環器疾患の診療に参加できるチャンスがあり、循環
器内科医として一早く独り立ちするサポートをします。

循環器内科医長 足立太一

● 消化器内科医長よりメッセージ
臨床実習で消化器疾患を持つ患者さんが沢山いたのを覚

えていますか。また、内視鏡検査や超音波検査を見学する
機会も多くあったと思います。その時、自分で検査してみ
たいと思ったことはありませんでしたか。当院では、内科
研修の一環として内視鏡検査も超音波検査も研修すること
ができます。常に上級医と綿密にコミュニケーションをと
ることができ、十分な件数確保もできるため、早い時期で
の手技体得が可能です。消化器疾患に興味のある研修医に
は、ERCP、消化管止血術、消化管腫瘍切除術(ESD)など
の内視鏡治療や胆嚢ドレナージなどの超音波下穿刺治療も
一緒に行います。

消化器内科医長 吉竹直人

当科は、消化器内科
専門医を目指したい
先生、消化器手技も
できる内科ジェネラ
リストになりたい先
生を応援します

内科と循環器内科の境目
なんてありません



募集要項（後期専攻医）

募集人数 内科 3名/1学年
総合診療 2名/1学年

応募資格
1）初期研修修了者もしくは2020年3月までに修了見込
みの者
2）医師免許取得後10年未満の者

1次募集期間 2019年7月頃開始予定（詳細な日時は、随時HPで更新
します）

選考期間 2019年8月頃予定（個別に日程調整します）

出願書類
後期研修申込書(HPよりダウンロード）
医師免許症（A4サイズに縮小コピー）
初期臨床研修修了書（卒後3年以上の方のみ）

選考内容 書類、面接により総合的に審査

病院見学（必須） 随時、受け付けています（要予約）
選考日までに必ず病院見学をお願いします

応募方法 下記まで御連絡の上、出願書類を郵送してください

注）例年、1次募集での締め切りが続いていますので、見学・応募は、お早めにお願いします



連絡先 栃木医療センター 管理課長 小林 正昭
電話 028-622-5241（代表） FAX  028-625-2718
E-mail :kobayashi.masaaki.rs@mail.hosp.go.jp

5年前に新病棟移転 職員宿舎・院内保育園完備
(築5年できれいです）

研修医募集
初期臨床研修：協力型

後期専門研修：内科（基幹）・総合診療（基幹）

一緒に学びあい、成長し合う仲間を募集しています
気軽にご連絡ください
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