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Ⅵ．研修の実際とローテーションの原則 
 

１．旭川医科大学病院を基幹病院として、複数の協力型臨床研修病院および臨床研修協力施設と病院群を

作り２年間の初期臨床研修の場を提供する。本研修プログラムは１学年定員を①総合プログラム５８名、

②小児科専門プログラム２名、③産婦人科・周産期専門プログラム２名とし、全国公募のマッチングシ

ステムを通して研修医を募集する。 

 

２．研修に関する調整は研修センターを通じて行われ、研修センターは個々の円滑な研修生活を支援する。 

 

３．総合プログラムは、１年目は内科６ヶ月、救急部門３ヶ月、選択必修科目及び自由選択３ヶ月、２年

目は地域医療１ヶ月と自由選択１１ヶ月（１年目で選択必修科目を研修していない場合は２年目に研修

する）で構成され、研修医は、あらかじめ決められた各自のスケジュールに従って研修を進める。 

１年目の研修では、将来必要な診療分野を臓器別診療分野から２年目の研修を視野に入れて自ら構築

し、自由選択期間は将来専門としたい科目を研修する専門医コースを基本とする。 

２年目の自由選択研修については、それまでの研修で不充分と思われる領域をカバーすることを目的

に、各研修医が自主的に研修科目を選択することや、必修科目以外の診療科を幅広く研修するローテー

ションコースを選択することも可能であり、研修科目や期間については研修センターが調整する。 

専門プログラムは、小児科コース、産婦人科コースのいずれかを選択し、１年目の研修では、小児科

又は産婦人科において３ヶ月研修の後、必修科目の内科６ヶ月及び救急部門３ヶ月を研修し、将来小児

科医、産婦人科医となる基礎を築く。２年目は各コースの専門研修へ移行するが、地域医療１ヶ月、選

択必修科目１科以上（１科０.５ヶ月以上）を、任意の時期に研修する。 

 

４．研修医は、研修の最初に研修センターが企画する約１週間の卒後臨床研修オリエンテーションを受講

し、以後の研修生活に備える。 

 

５．研修期間中に発生した健康問題や出産・育児等に伴う研修の中断は研修管理委員会で協議する。 

 

 

【プログラムの構成】 
 

総合プログラム 

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

１年目 内科 6ヶ月 救急部門 3ヶ月 
選択必修 1ヶ月 

及び自由選択  計3ヶ月 

２年目 
地域 

1ヶ月 
選択必修 1ヶ月（1年目で研修していない場合） 及び 自由選択 計11ヶ月 

 

 

小児科専門プログラム 

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

１年目 小児科 3ヶ月 内科 6ヶ月 救急部門 3ヶ月 

２年目 
地域 

1ヶ月 
選択必修（外科、麻酔科、産科婦人科、精神科から1科を0.5ヶ月以上選択）及び小児科 11ヶ月 

 

 

産婦人科・周産期専門プログラム 

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

１年目 産科婦人科 3ヶ月 内科 6ヶ月 救急部門 3ヶ月 

２年目 
地域 

1ヶ月 
選択必修（外科、麻酔科、小児科、精神科から1科を0.5ヶ月以上選択）及び産科婦人科 11ヶ月 
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【１年目】 研修施設：大学病院（協力型臨床研修病院） 

※１年次は各プログラム共通のローテーションとなる。（全部で４つのローテーションパターン） 

※４月１日からのおおよそ１週間はオリエンテーションを行う。 

※１年目の研修では４週間をもって１ヶ月とみなし、２週間を0.5ヶ月とする。 

※１年目の研修は本院で行うことを原則とするが、指導教員と協力型臨床研修病院の了解があれ

ば、協力型臨床研修病院で行うことを認める場合がある。 

※１年目の研修をたすき掛けとして行うこととなった場合は、協力型臨床研修病院のローテーシ

ョンに従うこととする。 

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

Ⅰ 内科① 救急部門 選択必修及び自由選択 内科② 

Ⅱ 内科① 内科② 内科③ 救急部門 選択必修及び自由選択 

Ⅲ 選択必修及び自由選択 内科① 内科② 内科③ 救急部門 

Ⅳ 救急部門 選択必修及び自由選択 内科① 内科② 内科③ 

※専門プログラムの場合、「選択必修及び自由選択」の期間は各専門科の研修となります。 

※人数調整のため、「内科」と「選択必修及び自由選択」は研修順を調整することがあります。 

 

≪内科≫ 

※内科は各診療科とも原則２ヶ月とする。 

※以下の診療科から３科選択する。ただし、同一群の中から選択できるのは２科までとする。 

※ローテーションパターンⅠについては３ヶ月ずつ２科選択する。この場合、同一群からの選択

は不可となる。 

 

≪救急部門≫ 

※救急部門研修は本院救急科で３ヶ月行うが、３ヶ月のうち名寄市立総合病院又は北見赤十字病

院で研修を行う場合がある。 

 

≪選択必修及び自由選択≫ 

＜選択必修科目＞ 

※下記研修科目の中から２科以上、１科につき0.5ヶ月以上選択する（２年目での選択も可）。 

研修科目 診療科名 

精神科 精神科神経科 

小児科 小児科・思春期科  新生児科 

外科 
消化器外科・移植外科  血管外科  心臓外科  小児外科  呼吸器外科     

乳腺外科             ※専門的な研修内容にかたよらないよう留意すること。 

産婦人科 周産母子科 女性医学科 

麻酔科 麻酔科蘇生科 

＜自由選択科目＞ 

研修科目 診療科等名 

標榜診療科

全て 

上記必修科目の各診療科   

整形外科  皮膚科  腎泌尿器外科  眼科  耳鼻咽喉科  頭頸部外科 

脳神経外科  緩和ケア科  ペインクリニック 

放射線科（放射線診断・IVR、放射線治療、核医学） 

臨床検査・輸血部  病理部  リハビリテーション科 

Ａ群 循環器内科  呼吸器内科  脳神経内科  腎臓内科 

Ｂ群 糖尿病内科  膠原病内科  内分泌内科  消化器内科 

Ｃ群 消化器内科  血液・腫瘍内科  総合診療部 

研修科目 診療科名 

救急部門 救急科  麻酔科・蘇生科  整形外科  放射線科  脳神経外科 
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【２年目】  研修施設：大学病院、協力型臨床研修病院、協力型臨床研修施設 

※総合プログラムの２年目研修は、次の６つのコースから各自の進みたいコースを選択し、各専

門プログラムはそれぞれの専門科等の指導の元、研修を行う。 

※２年目の地域医療、選択必修は任意の期間に研修する。 

 

総合プログラム 

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

専門医 

養成コース 
地域 

選択必修及び自由選択（将来専門としたい科目等から自由に選択） 

１１ヶ月 
大学院進学可

総合内科医 

養成コース 
地域 

選択必修及び自由選択 

１１ヶ月 
大学病院研修

ローテーション 

コース 
地域 

選択必修及び自由選択（各診療科から自由に選択） 

１１ヶ月 
大学病院研修

臨床病理医 

養成コース 
地域 

自由選択（病理診断科） 

１１ヶ月 

定員１名 

大学院進学可

基礎医学研究者 

コース 
地域 

選択必修及び自由選択（各診療科から自由に選択） 

１１ヶ月 
大学院進学可

たすき掛け 

コース 
地域 

選択必修及び自由選択（各診療科から自由に選択） 

１１ヶ月 

定員に 

上限あり 

※臨床病理医養成コースは定員１名、たすき掛けコースは学外研修者が採用研修医数の1/3を超えない範囲内

を定員とする。その他のコースは定員を設けず、募集定員の範囲内で調整する。 

※総合内科医養成コース、ローテーションコースは原則として大学病院で研修を行う。 

※専門医養成コース、臨床病理医養成コース、基礎医学研究者コースは大学院への進学が可能。 

※臨床病理医養成コースは選択必修を必ず１年目で選択する。その他のコースは、１年目で選択必修を研修

していない場合は、２年目に研修する。 

※コースを途中で変更する場合は、研修センターに相談すること。 
 

≪専門医養成コース≫ 将来専門としたい科と相談し研修病院を決定する。各科関連の協力型臨床研修病院、

臨床研修協力施設から選択できる。大学院への進学可。 

≪総合内科医養成コース≫ 大学病院の内科を主としたローテーション。研修センターと調整のうえ研修科を決

定する。 

≪ローテーションコース≫ 大学病院の各臓器別診療科で研修する。研修センターと調整のうえ研修科を決定す

る。 

≪臨床病理医養成コース≫ 病理診断の基本手技を身につけたい研修医のために、２年目に病理部に所属して臨

床研修を行う、あるいは診療科に所属して臨床病理の研修を行うコースである。定

員１名。選択必修は必ず１年次に選択する。指導医と相談のうえ研修病院を選択す

る。大学院への進学可。 

≪基礎医学研究者コース≫ 基礎研究に興味を持つ研修医のために、２年目に基礎医学講座の指導者と相談しな

がら臨床研修を進めることができるコースである。基礎医学講座の指導責任者は次

頁参照。大学病院の各臓器別診療科で研修する。大学院への進学可。 

≪たすき掛けコース≫ 各地域の臨床研修病院で２年目の研修を行うことができるコースである。研修病院

及び定員数は別途指定する。研修センターが調整し研修者を決定する。 

 

 

小児科専門プログラム 

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

地域 
選択必修（外科、麻酔科、産科婦人科、精神科から1科を0.5ヶ月以上選択） 

及び小児科 11ヶ月 
大学院進学可 

 

産婦人科・周産期専門プログラム 

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

地域 
選択必修（外科、麻酔科、小児科、精神科から1科を0.5ヶ月以上選択） 

及び産科婦人科 11ヶ月 
大学院進学可 

 
※各専門プログラムはそれぞれの専門科の指導医と相談し研修病院を決定する。 

※大学院への進学が可能。  
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【専門医の取得及び大学院の入学】  

 
・旭川医科大学病院の臨床研修プログラムは専門医の取得を念頭においたローテーションを優先する。 

・本学の大学院は、夜間開講講義や、来学せずに学べるe-ラーニングを導入する等、社会人学生への配

慮がなされている。研修以外の時間を自己研鑽の時間として活用し必要単位を取得することが可能で、

専門医や優れた研究者を早期に養成することが、北海道の医療の質を向上させ、真に地域医療へ貢献

することに繋がると考えることから、総合プログラムにおける専門医養成コース、臨床病理医養成コ

ース、基礎医学研究者コース、及び小児・産婦人科の各専門プログラムの選択者に限り、大学院への

進学を推奨することとした。 

・大学院に進学する者は、臨床研修に差支えない様に、大学院の単位を取ること。 

・大学院についての詳細は本学大学院のカリキュラムを参照のこと。 

・「大学院入学者の研修コース例」（P16）も参照のこと。 

 

 

基礎医学講座の指導教員 
講座名 指導責任者 講座名 指導責任者 

解剖学 

（機能形態学分野） 

教授 

吉田 成孝 

病理学 

（腫瘍病理分野） 

教授 

西川 祐司 

解剖学 

（顕微解剖学分野） 

教授 

渡部  剛 

病理学 

（免疫病理分野） 

教授 

小林 博也 

生理学 

（自律機能分野） 

教授 

高井  章 
微生物学 

教授 

若宮 伸隆 

生理学 

（神経機能分野） 

教授 

柏栁  誠 

社会医学 

（衛生学・健康科学分野） 

教授 

吉田 貴彦 

生化学 

（細胞制御科学分野） 

教授 

谷口 隆信 

社会医学 

（公衆衛生学・疫学分野） 

教授 

西條 泰明 

生化学 

（機能分子科学分野） 

教授 

鈴木  裕 
寄生虫学 

教授 

迫  康仁 

薬理学 
教授 

牛首 文隆 
法医学 

教授 

清水 惠子 

 

 



大学院入学者の研修コース例

例①（大学講義のみ）
1年目(大学病院) 2年目(大学病院) 研修終了↓ 3年目以降
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修 地域

大学院共通科目

大学院専門科目

※臨床研修を最優先とし、各単位の取得は各専攻領域の大学院博士課程担当教員と相談の上適宜調整すること。

※地域医療研修は大学院講義を開講していない９月もしくは３月に行うことが望ましい。ただし、単位取得状況等により専攻領域の大学院博士課程担当教員が他の月での実施を認める場合にはその限りではない。

※研修に支障を来す可能性がでてきた場合には、直ちにe-ラーニング併用や長期履修制度の利用、休学等について検討すること。

例②（e-ラーニング併用）
1年目(大学病院) 2年目（大学病院/協力型病院/協力施設） 研修終了↓ 3年目以降
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修 地域

大学院共通科目

大学院専門科目

※臨床研修を最優先とし、各単位の取得は各専攻領域の大学院博士課程担当教員と相談の上適宜調整すること

※大学病院以外の研修病院は、旭川医科大学病院の臨床研修病院群に含まれる旭川市内の施設であることが望ましい。また、各専攻領域の大学院博士課程担当教員が指定した施設であること

※地域医療研修は大学院講義を開講していない９月もしくは３月に行うことが望ましい。ただし、e-ラーニングによる単位取得状況を考慮したうえで、専攻領域の大学院博士課程担当教員が他の月での実施を認める場合にはその限りではない。

※研修に支障を来す可能性がでてきた場合には、直ちに長期履修制度の利用、休学等について検討すること。

週間スケジュール（大学で研修する場合の一例） 大学院について ※詳細は本学大学院のカリキュラムを参照のこと

8：30始業 12：00～13：00休憩 終業17：15 21:00 【大学院講義】 奇数年度 偶数年度

日 大学講義 ・4月～8月　15回　毎週火曜・木曜 7時限　18：00～19：00 7時限　18：00～19：00

月 ・10月～2月　15回　毎週火曜・木曜 8時限　19：10～20：40 8時限　19：10～20：10

火 e-ラーニング ・随時　150コマ（120回）開講

水 【修了の要件】

木 (1)

金

土 (2) 学位論文の審査及び最終試験に合格すること。

※大学院の講義は必要に応じて受講する 【履修方法】

※やむを得ず時間外に研修を行う場合は1ヶ月あたり45時間以内とする (1) 研究者コース

※上記以外に月に2～3回程度の宿日直業務 ・共通科目(必修)　12単位

　共通基盤医学特論　2単位，共通先端医学特論　6単位，共通医学論文特論　2単位，基礎医学基盤演習　2単位

・専門科目(選択)　20単位以上

　特論講義　2単位，特論演習　2単位，特論実験・実習　12単位，特論論文作成演習　4単位

(2) 臨床研究者コース

・共通科目(必修)　12単位

　共通基盤医学特論　2単位，共通先端医学特論　6単位，共通医学論文特論　2単位，臨床医学基盤演習　2単位

・専門科目(選択)　20単位以上

　特論講義　2単位，特論実験・実習　8単位，特論論文作成演習　4単位，臨床研究・臨床試験特論演習　6単位

(3) 所属コースは変更することができる。なお，変更方法については別に定める。
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研究者コース：特論演習　2単位　/　臨床研究者コース：特論演習　6単位

自由選択 内科 救急 選択必修 自由選択 後期研修/臨床医学研究/基礎医学研究

必要受講回数72回（先端医学54回　基礎医学特論9回　医学論文特論9回）　10単位　：　大学講義72回 （必要に応じて補完）

研究者コース：基礎医学基盤演習　2単位　/　臨床研究者コース：臨床医学基盤演習　2単位

研究者コース：特論演習　2単位　/　臨床研究者コース：特論演習　6単位

研究者コース：特論　2単位、特論実験・実習　12単位　/　臨床研究者コース：特論　4単位、実験・実習　8単位

研究者コース：特論論文作成演習　4単位　/　臨床研究者コース　特論論文作成演習　4単位

内科 救急 選択必修 自由選択(大学) 自由選択（協力型病院） 後期研修/臨床医学研究/基礎医学研究

必要受講回数85回（先端医学63回　基礎医学特論11回　医学論文特論11回）　10単位　：　うち大学講義60回以上受講 （必要に応じて補完）

研究者コース：基礎医学基盤演習　2単位　/　臨床研究者コース：臨床医学基盤演習　2単位

研究者コース：特論　2単位、特論実験・実習　12単位　/　臨床研究者コース：特論　4単位、実験・実習　8単位

研究者コース：特論論文作成演習　4単位　/　臨床研究者コース　特論論文作成演習　4単位

休日　/　自己研鑽、大学院研究・講義（e-ラーニング）等

研修 休憩 研修 自己研鑽・大学院研究等

研修 休憩 研修 大学院　講義

研修 休憩 研修 自己研鑽・大学院研究等

4年以上在学し、32単位以上修得すること。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、
本大学院に3年以上在学すれば足りるものとする

研修 休憩 研修 自己研鑽・大学院研究等

休日　/　自己研鑽、大学院研究・講義（e-ラーニング）等

研修 休憩 研修 大学院　講義
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