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Ⅳ．研 修 課 程 

 

１．オリエンテーション 

 旭川医科大学病院において臨床研修を行う全ての者は、研修センターが企画するオリエンテーション

に参加することが義務付けられている。本オリエンテーションでは、プログラム全体の概要・注意事項

を説明するとともに、研修医として不可欠な手技の実習と知識の習得を目指し、円滑な研修生活に備え

ることを目的とする。各科・各領域における講義（演習）と実習から構成されるが、詳細は別に定める。 

 

２．研修科目・研修期間及び担当診療科等 

（１）必修研修科目 ９ヶ月      １）内 科 ６ヶ月     ２）救急部門 ３ヶ月 

（２）選択必修科目 １ヶ月  

外科、小児科、産婦人科、精神科、麻酔科から２科以上選択し、１科につき 0.5 ヶ月以上研修する。 

（３）地域医療   １ヶ月 （研修先病院は、６０頁参照） 
※たすき掛け研修では、協力型臨床研修病院の臨床研修協力施設で行うことも可能。 

（４）自由選択科目 １３ヶ月 

   １）旭川医科大学病院   各診療科、臨床検査・輸血部、病理部、総合診療部 

   ２）協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設 
※総合内科医養成コース、ローテーションコース、たすき掛けコース以外のコースで選択可能。 

※指導医と研修センターとの事前調整が必要。 

※研修可能な診療科が限られている場合があるため、研修センターに確認すること。 

 

３．協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設（別表） 

（１）協力型臨床研修病院：たすき掛けなどの長期研修が可能な病院である。 

（２）臨床研修協力施設 ： 主に２年目に行う地域医療及び自由選択期間を利用して研修を行う際の医療

機関や保健・介護施設などである。研修できる期間は最大３ヶ月以内とされている。 

 

４．臨床病理検討会（ＣＰＣ） 

研修医は、臨床病理検討会（ＣＰＣ）での症例発表（症例呈示）、参加及びレポートの提出が義務付け

られている。 

ＣＰＣは、各指導担当医同席のもと、臨床科・放射線科・病理の各担当研修医が発表を行うもので、

剖検症例の発表、レポート提出に加え積極的な質疑への参加が要求される。 

また、症例発表を通じて疾患に対する理解を深めるとともに症例発表の技法を学び、他の研修医にも

知識や経験を共有することを目的に「研修医による症例発表会」での発表及び参加を義務付けている。 

さらに、研修管理委員会及び研修センターが主催又は出席を指示する勉強会（セミナー）・各種講演会・

研修会等へも同様に参加する義務がある。 

 

５．研修指導体制 

プログラム責任者および診療科等の研修担当者で構成されている研修センターが中核となり、各診療

科等の研修指導責任者、指導医、指導教員等（上級医）と一体となって研修医の指導・評価並びに相談

等を行う。研修医は、各科目の研修期間においては診療科等の指導責任者、指導医及び上級医による指

導・助言及び監督を受ける。研修医には、１名の指導医又は上級医がつき指導する。 

 

６．研修の評価 

（１）研修医の評価 

あらかじめ設定された研修目標と評価表に基づき、各研修医は自己評価を行い指導医の評価を受ける。

この評価は定期又は随時に行う。 

これらの評価資料を基に、研修管理委員会が最終評価を行い、研修目標に達していると判断された研

修医には、病院長と研修管理委員会委員長の連名で研修修了証を交付する。 

（２）指導医の評価 

あらかじめ設定された指導医の評価表に基づき、各研修医は指導医に対する評価を行う。 

研修管理委員会は研修医による指導医評価資料と指導した各研修医の達成度を総合的に判断し、指導

医の評価を行う。指導医として不適切と考えられるものに対しては、研修管理委員会又は研修センター

が具体的改善点を指導する。 



別表

協力型臨床研修病院 研修実施責任者 備考 臨床研修協力施設 研修実施責任者 備考

旭川圭泉会病院 猪俣　光孝 北海道立羽幌病院 貞本　晃一

旭川厚生病院 橋本　喜夫 上川医療センター 安藤　高志

旭川赤十字病院 吉田　一人 新ひだか町立静内病院 小松　幹志

岩見沢市立総合病院 鈴木　章彦 美瑛町立病院 村住　和彦

遠軽厚生病院 稲葉　聡 興部町国民健康保険病院 堀　泰之

北見赤十字病院 荒川　穣二 中頓別町国民健康保険病院  伊藤　斉

釧路労災病院 宮城島　拓人 浜頓別町国民健康保険病院 岡田　政信

旭川医療センター 西村　英夫 本別町国民健康保険病院 一条　正彦

札幌徳洲会病院 奥山　淳 利尻島国保中央病院 杉村　政樹

市立旭川病院 子野日　政昭 礼文町国民健康保険船泊診療所 升田　鉄三

市立釧路総合病院 阿部　敬 国民健康保険町立和寒病院 山下　晃史

砂川市立病院 平林　高之 置戸赤十字病院 長谷川　岳尚

滝川市立病院 堤　明人 苫前厚生クリニック 福井　実

名寄市立総合病院 和泉　裕一 町立沼田厚生クリニック 金谷　健一

富良野協会病院 角谷　不二雄 美深厚生病院 川合　重久

吉田病院 吉田　良子 松前町立松前病院 八木田　一雄

士別市立病院 長島　　仁 本輪西ファミリークリニック 草場　鉄周

深川市立病院 藤澤　真 更別村国民健康保険診療所 山田　康介

小林病院 山本　康弘 寿都町立寿都診療所 中川　貴史

くにもと病院 安部　達也 町立中標津病院 久保　光司

国立病院機構　帯広病院 尾畑　弘美 公立芽室病院 小窪　正樹

市立稚内病院 國枝　保幸 枝幸町国民健康保険病院 白井　信正

恵み野病院 貝嶋　光信 函館協会病院 榮浪　克也

札幌東徳洲会病院 太田　智之 沖縄県立宮古病院 本永　英治 ※１

北海道がんセンター 永森　聡 足寄町国民健康保険病院 村上　英之

網走厚生病院 梶野　浩樹 広域紋別病院 須貝　理香

江別市立病院 阿部　昌彦 市立芦別病院 中村　泰浩

釧路孝仁会記念病院 原田　英之 市立根室病院 東浦　勝浩

函館五稜郭病院 矢和田　敦 小樽協会病院 竹藪　公洋

釧路赤十字病院 近江　亮 旭川リハビリテーション病院 丸山　純一

王子総合病院 岩井　和浩 整形外科進藤病院 小澤　一広

東旭川病院 松本　昭範 北海道循環器病院 津久井　宏行

静仁会静内病院 井齋　偉矢 森山病院 仲　俊之

北斗病院  西尾　明正 北海道赤十字血液センター旭川事業所 山上　勇治

北海道病院 古家　乾 北彩都病院 平山　智也

留萌市立病院 村松　博士 札幌山の上病院 千葉　　進

北海道医療センター 長尾　雅悦 あかびら市立病院 内山　久士

イムス札幌消化器中央総合病院 丹野　誠志 旭川南病院 近藤　啓介

帯広徳洲会病院 棟方　隆 森山メモリアル病院 中島　　進

札幌太田病院 太田　健介 上富良野町立病院 白田　克美

市立函館病院 丹羽　潤 北海道立北見病院 井上　聡巳

大雪病院 程塚　明 苫小牧日翔病院 舘山　美樹

網走脳神経外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 泉　直人 はらだ病院 原田　一道

道東脳神経外科病院 木村　輝雄 大西病院 川嶋　栄司

斗南病院 天崎　吉晴 西成病院 吉江　浩光

帯広第一病院 酒井　俊 洞爺温泉病院 中谷　玲二

ＪＲ札幌病院 伴　紀宏 サンビレッジクリニック 林　　敏

日鋼記念病院 柳谷　晶仁 北星ファミリークリニック 八藤　英典

禎心会病院 谷川　緑野 丸瀬布厚生病院 平山　典保 ※２

北海道脳神経外科記念病院 小柳　泉 北海道療育園 林　時仲 ※２

千歳市民病院 伊藤　昭英 奈井江町立国民健康保険病院 小西　裕彦 ※２

東京都立墨東病院 梅北　信孝 ※１ 幌加内町国民健康保険病院 森崎　龍郎 ※２

武蔵野赤十字病院（東京） 長田　薫 ※１ 北の峰病院 久保　昌己 ※２

大浜第一病院（沖縄） 前田　武俊 ※１ いんやく小児科クリニック 印鑰　史衛 ※２

琉球大学医学部附属病院 益崎　裕章 ※１ 内海内科クリニック 内海　　真 ※２

新百合ヶ丘総合病院（神奈川） 井廻　道夫 ふらの西病院 松田　英郎 ※２

豊岡中央病院 後藤　英司 町立厚岸病院 佐々木　暢彦 ※２

製鉄記念室蘭病院 前田　征洋 摩周厚生病院 森　正光 ※２

函館新都市病院 原口　浩一 東町ファミリークリニック 武田　伸二 ※２

大川原脳神経外科病院 前田　高宏 町立別海病院 西村　進 ※２

手稲渓仁会病院 星　哲哉 北海道稚内保健所 高垣　正計 ※２

札幌厚生病院 高橋　博之 市立稚内こまどり病院 高木　知敬 ※２

相川記念病院 中條　拓 ななえ新病院 高田　徹 ※２

済生会小樽病院 和田　卓郎 日高町立門別国民健康保険病院 大友　透 ※２

八雲総合病院 中島　幸治 余市協会病院 吉田　秀明 ※２

備考　　各施設の研修可能科は要確認 ※１　　専門医養成コース（内科）のみ選択可能

※２　　主として協力型臨床研修病院で研修する際の施設
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