研修内容
診療科名

専

門

分

野

症 例 検 討 会

第一内科

呼吸器病、循環器病、内分泌代謝病

週１回
ほか各グループ週１回

第二内科

膠原病、血液、代謝内分泌、腎

第三内科

消化器病学、血液病学、臨床腫瘍学

循環器内科

循環器内科学

神経内科

神経内科学、神経症候学、臨床神経生理学、臨床神経病理学

第一外科

消化管外科、肝・胆・膵外科、乳腺内分泌外科、移植外科、小児外科

第二外科

消化器外科、呼吸器外科、内視鏡外科、腫瘍外科、一般外科
血管外科手技を応用した腹部外科手術

病 棟 回 診

そ

の

他

西村教授ほか

検査見学可能

火曜日−医局全体、他、左記専門ｸﾞﾙｰﾌﾟ
総回診 月曜日
による検討会、ランチョンセミナー

小池教授
渥美講師、望月講師、吉岡講師
他専門グループ教官

検査見学可能

毎週月・火曜日

教 授 火曜日

浅香教授、武田助教授
橋野講師、髭講師
他専門グループ教官

検査見学可能

教 授 火曜日 PM３:00〜

岡本講師、藤井講師

心臓ｴｺｰ(毎日)、運動負荷(月・金他）
心臓ｶﾃｰﾃﾙ(水・木・金)、電気生理(火・金)
ﾎルター心電図（毎日）

適時火曜日 PM3:00〜4:00

総回診 火曜日 AM 9:00〜12:00

佐々木教授、菊地助教授
矢部講師、辻助手

抄読会（火曜日 AM8:00），リサーチミーティング（火曜日
PM6:00〜7:00）（不定期）、筋病理カンファレンス（月１回火
曜日午後（不定期））

AM 7:00〜8:00
月・水曜日 ：症例検討会
火曜日：リサーチ・ミーティング
木曜日：Ｍ＆Ｍカンファレンス
金曜日：ジャーナル・クラブ

総回診 月曜日PM1:00、水曜日PM3:00
金曜日 PM3:00
グループ回診 毎日（朝・夕）

藤堂教授
佐々木教授
アメリカのレジデント修練方式を採用し、独立した医療人の
古川(客員教授)，松下医短教授
育生を目指している。
高橋助教授，佐藤助教授，神山助
教授

火曜日 PM6:00 (呼吸器領域)
水曜日 PM6:00 (消化器領域)

毎日 AM 9:30，PM 4:30

火曜日 PM1:00〜3:00

週１回

指 導 教 官

近藤教授、平野助教授、加賀助
手、樋田講師

の２回
循環器外科

心臓血管外科（循環器外科）

毎日 AM 7:45

ｸﾞﾙｰﾌﾟ回診 毎日 AM8:30 ， PM 4:30

村下講師、椎谷講師、窪田助手

抄読会（月曜日 PM 5:00）
心臓ｶﾃｰﾃﾙ（月曜日、火曜日）

整形外科

脊椎外科、股関節外科、膝関節外科、足の外科、手の外科
Microsurgery、骨・軟部腫瘍外科、骨代謝疾患外科、リウマチ外科、スポーツ整形外科

毎週月・木曜日：医局全体
他左記グループ週１回

毎週月曜日総回診 （PM 2:00)
他左記グループ毎日

三浪教授、真島助教授
伊東講師、岩崎講師

月曜日にBasic Research Conference
木曜日にFollow-up Conferenceを開催

月曜日（産 科） PM 5:30

月曜日（産

科） PM1:30〜

水曜日（産 科） PM 5:30
月曜日（婦人科） ＡM 8:00
水曜日（婦人科） ＡM 8:00

水曜日（産

科） PM2:00〜

産科

水上教授、山田助教授

産科婦人科
婦人科

月曜日（婦人科） PM3:00〜

櫻木教授、山本助教授

眼科

眼科一般、角膜疾患、ぶどう膜炎、神経眼科、アレルギー性眼疾患、感染症、緑内障、
小児眼科（斜視、未熟児網膜症）、網膜硝子体

月曜日 PM 6:00
木曜日 AM 7:45

教 授 水曜日 PM 2:30
助教授 月曜日 AM 10:00
病棟医長 木曜日 AM9:30

大野教授他

小児科

新生児学、感染症学、免疫アレルギー学、内分泌学、代謝消化器病学、
腎臓病学、血液腫瘍学、循環器病学、神経病学、臨床遺伝学

毎週水曜日 PM 1:30〜

毎週水曜日 PM 2:00 〜 4:00

有賀教授他

耳鼻咽喉科

頭頸部腫瘍、聴覚、平衡、鼻アレルギー、顔面神経、音声・言語、嚥下

週２回（月曜日、木曜日）

火曜日午後

福田教授、古田助教授
柏村講師、折舘講師

皮膚科

症例検討会 月2回、weekly cases毎週 抄
皮膚科の日常外来、病棟診療、遺伝性皮膚疾患、水疱症、悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、膠原病、乾癬の特殊診療 脱 読会 月1回、特別講演会 月1〜2回
木曜日 教授回診
毛治療、皮膚病理組織学の研修、皮膚悪性腫瘍、悪性黒色腫
組織ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 毎週 研修医研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
毎週

泌尿器科

一般泌尿器科（小児・婦人・老人）、尿路悪性腫瘍、神経因性膀胱・排尿障害
・尿失禁、腎移植、腎血管外科、血液腎透析

毎週火曜日 AM 7:30
毎週水曜日 PM6:00〜
毎週金曜日 AM 7:30〜／ PM 2:00〜

毎週火曜日、金曜日の２回 AM 7:30

月曜日に月曜集談会
水曜日に抄読会を開催している

清水（宏）教授，澤村助教授，
芝木，秋山講師，
小玉，阿部，青柳、柴田助手
野々村教授
篠原助教授
専門グループ教官

他

研修内容
診療科名

専

門

分

野

症 例 検 討 会

病 棟 回 診

指 導 教 官

そ

の

他

精神科神経科 精神医学、精神薬理学、脳波学

月曜日 PM 4:00〜
月、水、金曜日 AM 8:00〜9:00
水曜日 PM 5:00〜

毎週月曜日午後

小山教授、傳田助教授
久住講師、井上講師

各グループ毎に教官による通年勉強会あり

放射線科

放射線治療学、画像診断学

水曜日 AM8:00、 9:00、 10:30
木・金曜日 AM 8:00〜

水曜日 AM9:30

宮坂教授、白土助教授
寺江講師

読影カンファレンス（月〜金 毎夕）
研修医向けランチョンカンファレンス
（水曜日 PM1:00)

麻酔科

臨床麻酔、ペインクリニック、ＩＣＵ管理、高気圧酸素治療

麻酔症例検討会 毎朝AM 8:00

ペインクリニック入院患者
金曜日 AM 8:30

森本教授他

神経外科

脳腫瘍、脊髄疾患、脳血管障害、小児神経疾患

月曜日 PM 5:30 〜 7:00

月曜日 PM2:00 〜 5:30

岩崎教授、飛騨助教授
澤村講師、黒田講師

木曜日朝 病理組織検討会
火曜日朝 リサーチカンファレンス

形成外科

頭蓋顔面外科（唇顎口蓋裂を含む。）、皮膚腫瘍、母班症、
再建外科・マイクロサージャリー

火曜日 PM 1:30

診療科長 火曜日 PM 2:00〜

山本教授他

カンファレンス週３回

救急部

救急医学、集中治療医学

水曜日 PM 3:00 〜 4:30

毎日 AM 10:30(ICU)

丸藤教授、亀上講師
澤村助手、早川助手 他

ICUカンファレンス（毎日 AM 8:50 〜 10:30）
抄読会（水曜 PM 4:30〜）

毎週月曜日 PM 5:00 〜 8:00
毎週水曜日 AM 8:30 〜10:00

毎週水曜日 AM 10:00 〜 12:00

生駒助教授
松尾助手、中馬助手

毎週水曜日 PM 0:00 〜 1:00 抄読会

月曜日 PM 5:00 〜

病棟なし

前沢教授、佐々木講師、小林講師

第４火曜日 PM 6:30 〜
地域ケア勉強会を開催している

核医学診療科 インビボ核医学審査、ポジトロン核医学検査、アイソトープ治療

水曜日 AM 8:00
木曜日 AM8:00
月曜日 PM 5:30

月曜日 PM 1:00

玉木教授、森田講師

最新式の機器を用いた高いレベルのアイソトープによる診
断・治療の研修が可能

血液内科Ⅰ

血液病学、造血細胞移植

毎週月・火曜日

教

今村教授、田中助教授

ｽﾎﾟｰﾂ医学診
療科

スポーツ医学・スポーツ整形外科学

月曜日

総回診

小児外科

小児外科

月曜日 AM 7:00 〜 8:00
水曜日 AM 7:00 〜 8:00

月・水・金曜日 AM 8:30 〜 9:00

佐々木教授

腫瘍内科

臨床腫瘍学

月曜日 PM 7:00 〜
水曜日 PM 5:00 〜

水曜日 PM 4:00 〜

秋田教授他

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 神経・筋・骨・関節疾患などのリハビリテーション医学一般

総合診療科

総合診療外来における患者マネジメント
地域ケアシステムの構築

医局全体

授

金曜日

月曜日

安田教授、遠山助教授

手術見学可能

消化器内視鏡検査見学可能

