
消化器内科シニアレジデント（後期研修）募集要項・プログラム 
 
【当科の概要】 

2015 年に開業する北陸新幹線上越妙高駅に程近い場所に立地する新潟県立中

央病院は新潟県南西部にある上越圏内最大の基幹病院であり、一般病床 524 床、

診療科 22 科、救命救急センターを有する 3 次救急機関です。当院は日本内科学会

教育病院であり、さらに日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会の認定施設です。

また臨床研修指定病院として前期研修医の教育をおこなうとともにがん診療連携拠

点病院として、がんの診断・治療に力を入れています。 
 消化器内科では、外科や放射線科、病理診断科の協力のもと消化器全般にわたる

診療を行っています。3 次救急機関として消化器内科は 24 時間 on call 体制を敷い

ており、吐下血をはじめとする消化管緊急症例や肝胆膵領域の緊急症例に対応して

います。 
一方で各種悪性腫瘍に対する診断、治療に力を入れているのが特徴です。特殊

光・拡大内視鏡診断をもとにした食道がん、胃がん、大腸がんの内視鏡治療、特に

ESD を積極的に行っており、トータルで年間 200 例前後施行しています。胆膵領域で

は、超音波内視鏡装置を数年前に導入し ERCP、EUS、EUS－FNA に習熟した専

門医が質の高い診療を展開しています。 
肝臓領域では、肝生検をもとにした確実な診断、ウイルス性肝炎に対する核酸ア

ナログ製剤やインターフェロン療法に積極的に取り組んでおり、また PEIT や RFA に

加えて高度な技術を持つ放射線科や外科と協力して肝臓がんの治療にあたっていま

す。 
 消化器内科のスタッフは現在 5 名で、各医師がそれぞれエキスパートな専門分野を

持ちながら消化器全般にわたる偏りのない診療を行っております。 
このように豊富な緊急症例、慢性疾患や悪性腫瘍症例に対してスタッフが熱心に

指導、各レジデントの習熟度に応じて早い段階から各種手技を経験してもらうことが

当科の特徴です。シニアレジデントの研修期間は 3 年間を基本としますが、各人の希

望を踏まえて研修期間は柔軟に対応します。 
 
【一般目標】 
・ まず何よりもトータルに患者さんを理解し、安全な医療を提供できる。 
・ その前提のもとに、消化器疾患に対する全般的な専門知識を習得し、的確な検

査を行い確実な診断が出来るようになる。 
・ 医療事故防止の知識をつけた上で適切な治療を選択することが出来、さらに高度

な治療手技が行えるように技術を磨く。 
・ 患者や家族はもちろん、院内のスタッフと良好なコミュニケーションを取る事がで



きる。 
・ 研究会や学会、論文発表を出来るようになる。適切な研修医教育が出来るように

なる。 
 
【到達行動目標】 
＜消化管＞ 
① 吐下血など日常臨床で頻度の高いいわゆる`Common disease’から内視鏡治療

の適応となる早期消化管がん、また化学療法の適応となる進行がんの患者を受

け持ち、病態の把握、検査の組み立て、治療が出来るようになる。 
② スクリーニング目的の上部下部消化管内視鏡検査を見落としなく単独で出来るよ

うになる。 
③ 吐下血などで受診した患者に対して緊急内視鏡の適応を判断し、必要に応じて内

視鏡治療が出来る。 
④ 消化管がんに対して理論的な根拠に基づいた正確な肉眼診断が出来るようにな

る。 
⑤ 上部、下部消化管のポリープなどの病変に対して偶発症を理解したうえで EMR、

polypectomy を行うことが出来る。 
⑥ 各人の習熟度に応じて、消化管がんに対する ESD をスタッフの指導のもと完遂

することが出来る。 
＜胆膵疾患＞ 
① 急性胆嚢炎や総胆管結石・急性胆管炎、急性膵炎などの炎症性疾患や胆膵系

の悪性腫瘍の患者を受け持ち、病態の把握、検査の組み立て、治療が出来るよ

うになる。 
② 腹部エコー、CT、MRI をはじめとする各種画像検査を用いた診断能力を高める。

特に腹部エコーは単独で行い評価できるようになる。 
③ ERCP の適応を判断し、指導者のもとで造影検査が出来る。 
④ EUS による診断が出来る。 
⑤ PTGBD,PTCD などのエコーガイド下穿刺治療をスタッフとともに出来る。 
⑥ 各人の習熟度に応じて、EST やステント留置、採石術、EUS-FNA をスタッフの

指導のもとで出来る。 
＜肝疾患＞ 
① 急性肝障害、慢性肝障害（慢性肝炎、肝硬変）、肝腫瘍に対する病態の把握、検

査の組み立て、治療が出来る。 
② 腹部エコー、CT、MRI をはじめとする各種画像検査の診断能力をつける。特に

腹部エコーは単独で行い評価できるようになる。 
③ 腹部エコーに習熟した後、エコーガイド下肝生検が出来るようになる。肝生検で得



られた病理組織診断を解釈できる。 
④ ウイルス性肝炎に対する特異的な治療の適応を判断し行うことが出来る。また慢

性肝疾患のマネージメントが出来る。 
⑤ 各人の習熟度に応じて、スタッフの指導のもと PEIT や RFA が出来る。 
＜全般＞ 
① 疾患に対する正確な知識を文献などから得ることが出来、患者に適応することが

出来る。 
② 初期レジデントに対する指導者として教育が出来る。 
③ 院内検討会、院外研究会、学会（地方会、全国学会）で発表できる。 
 
【カリキュラム】 
＜シニア 1 年目＞ 

主に入院患者のマネージメントをスタッフとともに行い、救急患者の対応を行う。 
救急外来での的確な病態把握と検査・治療、入院患者のマネージメントを通して消化

器疾患の基本的な知識や技術を習得する。 
内視鏡については主に上部消化管内視鏡に習熟し単独で検査が可能となることを

目標とする。上部消化管内視鏡に習熟したものから下部消化管内視鏡のトレーニン

グを行う。ERCP については助手として検査に参加する。 
腹部エコーで盲点のない観察と異常所見を描出できるようにトレーニングを行う。さ

らに CT や MRI などの画像診断について学ぶ。 
院内検討会や学会で自らプレゼンテーションを行う。 

＜シニア 2 年目＞ 
救急患者や入院患者に対する的確な診断と基本的な治療方針を自ら立てることが

出来るようになる。患者や家族と良好な関係を築くことができ、Informed consent を

適切に取る事ができる。外来診療を開始し、診断能力を向上させる。 
 内視鏡については、腫瘍に対する診断や術前精査（NBI・拡大観察）などが出来

るようになることを目標とする。上部消化管内視鏡では target biopsy が確実に出来

るようになり、スタッフの指導のもとに内視鏡的止血術が行えるレベルを目指す。下

部内視鏡も盲腸到達率を高め、簡単な部位の EMR が出来るようになることを目標と

する。ERCP については引き続き介助を行うとともに、内視鏡の習熟度に応じて術者

となる。 
 腹部エコーは単独で行えるレベルに到達し、CT や MRI の画像診断能力を治療

と結びつけることが出来るようになる。肝生検や PEIT,RFA、PTGBD,PTCD につい

ては介助者として治療に参加する。 
 院内検討会、院外での研究会や学会発表をコンスタントに行う。 

＜シニア 3 年目＞ 



 入院患者の診断・検査・治療、病状説明などの対応が基本的に 1 人で行うことが出

来、またレジデントの教育も出来るようなレベルに達することを目標とする。外来診療

も的確、スムーズに行えるようになる。 
 上部下部消化管内視鏡を独り立ちして行うことができ、内視鏡的止血術や EMR を

術者として行うことが出来る。さらに腫瘍の術前診断が出来ることを前提に、スタッフ

の指導のもと ESD を開始する。ERCP は術者として EST やドレナージなどが出来る

ようになることを目標とする。また経皮的胆道ドレナージも出来るようになることを目

指す。 
 肝疾患では腹部エコーを使った肝生検を単独で行い、ウイルス性肝炎の治療や肝

硬変のマネージメント、習熟度に応じて RFA などの穿刺治療を経験する。 
 初期レジデントや下の学年のシニアレジデントの教育が出来るようになる。 
 学会発表に加えて、論文を執筆する能力を身に付ける。 
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【目標とする専門医資格】 
日本内科学会認定医 
日本消化器病学会専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医 
日本肝臓学会専門医 
 
まず各専門医取得の前提条件となる日本内科学会認定医を日本内科学会教育病院

である当院で目指す。 
当施設は日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会の認定施設であり、内科認定

医取得の後、上記専門医を目指す。 
 
【検討会・学会活動】 
・ 院内での各種カンファレンスや院外での研究会に積極的に参加する。 
・ 各種学会の地方会の症例報告を中心に年 2 回の発表を行う。 
・ その後、臨床研究などを全国学会で発表することを目標とする。 
 
幅広い領域を担当する消化器内科は、診断、検査、治療そのいずれも医師としての

醍醐味を感じる分野です。当科では圧倒的な数の手技をレジデントの先生に提供で

きるだけの症例数があり、指導医のもと経験し習熟することが出来ます。 
他施設ではなかなか人気で順番が回ってこないような手技も積極的に行ってもらいま

す。 
知的、行動的、積極的なシニアレジデントを大歓迎いたします。 
 
【募集人員】 
2 名 
 
【募集期間など】 
応募手続き、処遇、問い合わせ先については、ホームページの臨床研修医情報の中

の後期研修医募集案内をご覧ください。 


