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徳島大学循環器内科に関心をもっていただきありがとうございます。
当科の特徴と基本方針について紹介します。

1.  当科は、徳島大学旧第一内科と旧第二内科の循環器内科グループが
統合されてできた新しい教室です。私が、初代教授として平成２０
年４月に着任しました。新しい教室ではありますが、旧第一内科、
旧第二内科出身のスタッフが最高水準の循環器臨床を確立してお
り、従来の垣根は全く取り除かれ、教室員一同一致団結して、診
療、教育、研究に取り組んでおります。後期研修を受けていただく
場合、心臓カテーテルを用いた診断と治療、電気生理学検査、カテ
ーテルアブレーション、ＩＣＤ・ペースメーカー植え込み、心エコ
ー、CT、 MRIをはじめとする新しい画像診断などに関して最新の
技術を取得していただくことが可能です。また、循環器内科領域で
今後導入される新技術も積極的に導入していく方針です。

2.  新しい教室であり、慣例にとらわれず、教室員が自由かつ効率的に
仕事に取り組むことができる環境を整えたいと思います。各人の希
望により、人員の交流もフレキシブルに行っていきたいと思いま
す。「大学の医局に入局してしまうと、その後の進路に関して個人
の希望がかなわない」という状況は極力ないように努めます。後期
研修なり大学院終了後、大学での臨床、研究、教育を希望される場
合はそのように対応しますし、関連病院での更なる臨床経験を希望
される場合は調整をとるように致します。

3. 出身大学や経歴（最初の入局先、初期・後期研修先、今までの専攻
など）に関係なく、各人が最もやりたい仕事ができるように配慮し
ます。今まで所属していた施設や大学では自分の希望が適わない、
大きな組織のなかで自分の技量を磨く機会が十分に与えられないと
いうような方にも、できる限りの対応をしたいと思います。海外留
学で研究の面白さを認識し帰国後も研究を継続したいのだが、従来 
の医局ではそれが許されないという方もいらっしゃると思います。
そのような方にも、臨床と研究の両立が許される環境を提供できる
ように努力します。

4. あくまで、個人の希望を尊重したいと思います。循環器内科医とし
ての基本技術の習得を希望される場合はそのような形の研修プログ
ラムを組みたいと思います。循環器専門医などの資格取得のための
サポートも積極的に行っていきます。ご家庭の事情などで勤務の時
間制限があるような場合も、極力対応できるようにしたいと思いま
す。冠動脈インターベンション、心エコー、不整脈治療のスペシャ
リストを目指す先生たちには、ご希望がかなうように対応していき
たいと思います。ライブデモンストレーションや講習会には積極的
に参加してもらい、最新技術導入を奨励したいと思います。また、
臨床技術を習得するばかりでなく、症例を解析して学会発表、論文
化する方法を身につけていってもらいたいと思います。
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5. 大学院に進学を希望される先生には、学位論文にむけて懇切丁寧な
指導を行います。テーマは各人が何をしたいかという希望を最優先
したいと思います。バイオマーカー、冠動脈画像診断、薬物介入試
験、心エコー、予後解析、遺伝子多型、標本の組織学的解析など臨
床研究のテーマはたくさんあります。関連病院の先生方にもご協力
いただき、多施設臨床研究も計画中です。各自のモチベーションに
従ってどのように進めていけば効率的に国際的に評価され、インパ
クトのある仕事になるか教室全体で検討して、協力していきたいと
思います。

6.  臨床に関連する基礎的な研究を行いたい先生には、そのための最
高の環境を提供します。私の長年のテーマである動脈硬化の病態に
関しては、世界的に高く評価され、トップレベルのアイデアと技術
があります。心筋梗塞、心不全の動物モデル、分子生物学的な手法
も確立しています。臨床的な興味があれば、基礎知識、基礎技術、
根性(老練の日本人研究者が好む言葉)は必要ありません。努力に見
合った成果がでる、システムとテーマを確立していきます。徳島大
学では共通実験施設等が充実しており、しかも伝統ある酵素研、ゲ
ノム研が同じキャンパス内にあり共同研究を行うことができる恵ま
れた環境にあります。また、異分野や他の施設との生産的な共同研
究を積極的に進めていきたいと思います。　

7. 現在の医療、特に循環器内科領域での進歩は特筆すべきものがあり
ます。しかし、現代の医療では救うことのできない重症の疾患があ
ることも事実です。このような症例に対する、次世代の医療技術の
開発も積極的に進めていきたいと思います。私が今までやってき
た、幹細胞、組織工学、再生医学に関する研究を発展させ、是非と
も臨床試験に橋渡ししていきたいと思っております。前臨床試験で
良好な成績を得ているプロジェクトもいくつかあります。近未来の
新技術の確立に参加していただくことも大歓迎です。

以上、臨床研修、臨床研究、基礎研究など各人の希望に沿って柔軟に
対応 できるように、システムづくりを進めていっています。徳島大学
の伝統ある循環器内科学を新しい教室でさらに発展させ、若い人 材の
育成に役立ていきたいと思っております。

見学や相談はいつでも歓迎です。お気軽にご連絡ください。

 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
循環器内科学　教授
徳島大学病院循環器内科　診療科長
佐田 政隆
masataka.sata@tokushima-u.ac.jp
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新医師臨床研修制度（通称：初期研修制度）が平成16年度に必修化さ
れ10年近く経過しました。
　厚生労働省は医師臨床研修制度のホームページにおいて1)
・医師としての人格を涵養し、
・プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、
・アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備すること
上記3項目を本制度を構築してきた基本的な理念として挙げています。
　循環器内科は急性冠症候群（不安定狭心症、急性心筋梗塞）、急性
心不全などプライマリ・ケアの現場で必ず遭遇する疾患を幅広く扱う
診療科です。加えて失神、呼吸困難などの原因検索、重症心不全症例
における治療に際しては、医療面接、身体診察などの基本的診療技能
が要求される診療科とも言えます。

　一方、社会の高齢化、複雑化する患者・家族のニーズに加え医療技
術が急速に進歩する現代社会において、循環器内科医はより多くの項
目を習得することが求められています。
　本冊子は内科医（特に循環器内科医）を志す医学部学生および医師
（初期研修医、専門研修医）、生涯教育の一環として徳島大学病院循
環器内科での研修を希望する医学部学生および医師（初期研修医、専
門研修医）を対象として、徳島大学病院循環器内科が目標とする医師
育成（医学教育から初期研修・専門研修）の過程を説明するため作成
しました。
　また診療能力向上における研究の意義にも言及します。
　本冊子が若い学生さん、研修医の先生方の将来設計において一助と
なれば幸いです。　

徳島大学病院循環器内科　
教育主任兼後期研修プログラム委員
岩瀬　俊
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本冊子発刊の目的 

1) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/hensen/index.html
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チャプタ 1

徳島大学病院循環器内科に
おける医師の育成方針

徳島大学病院循環器内科は徳島県の循環器診療に
おける最後の砦として位置づけられています。多
彩な症例に対する積極的かつ高度診療の提供に加
え、県内外の大規模研修病院・中核病院と連携
し、幅広い見識を有する医師の育成を目指してい
ます。 
　また医学部教育の一環として行われる臨床実習
（臨床体験実習・クリニカルクラークシップ）で
は診療参加型実習を積極的に実践しています。
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図：学生実習、初期研修、専門研修を経て医師として成長する過程



伝えたいこと

1. 医師として成長するためには症例を通じて自
ら学ぶ姿勢が必要です。

2. 適切な指導者の下で経験を重ねることにより 

各種検査および治療手技の習得は可能です。

3. 救急疾患はパターン思考により解決する部分
が多いのが特徴です。トリアージに重きをおい
た診療を行う必要があります。

4. 医師として独り立ちするためには、手技のみ
ではなく高度の判断能力が要求されます。

5. 判断能力を獲得するには、上級医の思考過程
を知り、自らも学ぶ姿勢が必要です。

セクション 1

医師として成長するためには
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図：医師として成長するために必要なPDCA Cycle
循環器内科では自ら考え実施する、指導医と相談して考え実施することに加え、回診
前のプレミーティングなどで多数の医師に自らの方針を説明することが要求されま
す。多くの医師の理解が得られる説明を心がけることで症例に対する説明能力、判断
能力が磨かれます。判断ミスや自分のたてた治療方針に異を唱えられることもありま
すが、自ら内省する時間を持つことで、より深い見識を得ることが出来ます。



伝えたいこと

1. 循環器内科で扱う疾患領域は膨大です。

2. 循環器内科として幅広い見識を習得するため
には、専門研修終了までは様々な循環器疾患
や種々の循環器手技に関わることが必要です。

3. 急性期疾患を診療するのみならず、 慢性期疾
患のケアも知ることが大切です。

4. 徳島大学病院循環器内科は協力病院と連携
し、質・量ともにバランスのとれた循環器内
科医の育成を目指しています。

セクション 2

自ら学ぶための研修体制
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図：徳島大学病院循環器内科が目指す循環型医師育成プログラム
図中の実績に加え、国立循環器病研究センターを含めた学外施設での研修および研究
実績を有する医師が指導医として診療に参加しています。
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伝えたいこと

1. 自ら学ぼうとすればするほど悩みは深まりま
す。一方、時間は待ってくれません。

2.  循環器疾患は急変する症例も多く、悩むのみ
ではなく直ちに行動する姿勢も必要です。

3. 時には直接の指導医以外の医師に相談しなが
ら受け持ち症例を診療する必要があります。

4. 徳島大学病院循環器内科は診療科全体として
学生、研修医の指導にあたっています。誰もが
気軽に相談にのってくれます。

5. 悩むべきか、動くべきかを判断できること、
相談できる指導医と出会うことは大切です。

セクション 3

自ら学ぶための指導体制
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図：徳島大学病院循環器内科の指導体制
初期研修医、後期研修医に加え学生実習の学生にも指導医がつきます。指導医のみな
らず循環器内科で診療に当たる医師全員で指導にあたる体制作りに心がけています。
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1. パニックに陥るな
2. 患者をよく診よ。
3. 看護士には優しく。
4. 眠れる時に眠れ。
5. 食事を忘れずに。
6. 助けを求めよ。
7. 履きやすい靴を履く。
8.当直医を呼ぶときにはしっかりした者に声をかける。
9. 質問せよ。信じようが信じまいが、君が何でも知っているなんて誰も当
てにしていない。

10.毎日, 朝早くに患者のところに診察に訪れよ。とても感謝されよう。
11.入院第1日目から退院計画について考え始めよ。

付記：サバイバルへの糸口1)

1) ワシントン初期研修医必携マニュアルより抜粋



チャプタ 2

初期臨床研修について

卒後臨床研修センターと連携しながら、初期

臨床研修医の育成を行っています。2008年

度以降、数多くの初期研修医が循環器内科で

の研修に参加してきました。研修医は担当医

の一員として指導医と相談の上で、各種診療

業務に積極的に従事しています。
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図：徳島大学病院初期研修プログラムにおいて循環器内科を選択した

研修医数ならびに全体数からの割合。例年、約50%近くの研修医が、

循環器内科での循環器診療に従事しています。



伝えたいこと

1.  循環器内科初期研修カリキュラムは6週間以上
の研修期間を想定し作成しています。

2. 到達目標は循環器疾患を診るために必要な基
礎知識並びに考え方の習得、更には各種技能
の習得です。

3. 数値目標を達成するには3ヶ月以上の研修をお
勧めします。

4. 初期研修後半の選択期間において循環器内科
を選択する場合、より専門的な手技への集中
的な参加も可能です（i.e 心臓超音波検査に2ヶ
月集中的に参加する）。

セクション 1

初期研修医の到達目標

徳島大学病院循環器内科における初期研修の数値目標
（2ヶ月間のローテーションを想定）
　受け持ち症例数1)　20例以上（可能なら30例以上）
　プライマリケア関係　10例以上
　心臓超音波検査　10～20例
　心臓カテーテル検査・治療2)　20例以上
　負荷試験（運動負荷、心筋シンチ）10例以上
　ペースメーカー・ICD植え込み 1～2例

1) 緊急入院を含めた症例数

2) 手洗い参加件数（電気生理・カテーテルアブレーション含む）
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図：充実した初期研修を行うための3本柱
多彩な症例を経験すること、プライマリケアに必要な手技を修得することは必要
です。ただし単に数をこなすのではなく、適切な指導体制下で1例1例を大切に、
全力を傾けて診察に当たる姿勢が長い視点での成長につながります。
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伝えたいこと

1. 内科研修として循環器内科を選択する初期研

修医は概ね2～4ヶ月の研修期間を選択しま

す。大多数の先生が2ヶ月を選択します。

2. 初期研修医1名に必ず経験年数7年目以上の指

導医1名が専属で指導にあたります。 

3. 初期研修医が困ったときには指導医以外にも

専門研修医、上級医に気軽に相談できる体制

を構築しています。

4. 循環器内科における初期研修の満足度は高

く、2ヶ月の研修期間は思ったより短いとの意

見をよく聞きます。

セクション 2

初期研修の実際

循環器内科における初期研修に関する研修医からの評価2)

研修医からのコメント
• 指導医をはじめ、どの先生も丁寧に指導してくれた。

• 心エコーについても実際の症例を取りながら学べて勉強になった

指導医へのコメント（卒後研修主任は除く）
A先生：フランクな雰囲気で指導してくれた

B先生：技術面での教育をしてくれた

C先生：指導が明確であった

D先生：指導医として優しく厳しく接してくれた

E先生：手技について、丁寧に教えてくれた
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1) 平成21年度における集計データより

2)卒後臨床研修センターからの資料より（平成22年度）

循環器内科における初期研修医研修期間、患者数1)
参加研修医数：13名

研修期間：平均2.2ヶ月（1.5～4ヶ月）

受け持ち症例数：平均23.5症例（10～42症例）

１ヶ月あたりの受け持ち症例数：平均10.9症例

循環器内科プレミーティングの風景



伝えたいこと

1. 徳島大学病院研修プログラムには選択制の研

修施設として全国の優れた協力病院が含まれて

います。

2. 循環器内科関連の協力病院は9施設あり、それ

ぞれ循環器診療に情熱を持つ先生方が診療に

従事しています。

3. 協力病院での選択研修は自分の実力を試す、他

施設の診療スタイルを知る上で有用な選択肢

の一つと言えます。

セクション 3

選択学外協力病院（循環器内科関係）
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図：徳島大学病院研修プログラムにおける循環器内科関連協力病院
平成26年度からは牧方公済病院（大阪府）が協力病院に加わります。
各病院の特色については各病院ホームページの内容も確認してください（定期的に情
報は更新されます）。



チャプタ 3

専門（後期）研修について

2013年度徳島大学病院および学外研修病院で研
修を行っている卒後3年目～5年目の後期（専
門）研修医は合計計10名です。2013年度から、
徳島大学病院で専門研修を行う医師を対象に診療
能力の更なる向上を目的とした循環器内科医基盤
形成プログラムを新設、運用しています。
　専門研修終了後は各自の希望に沿い、専門領域
の診療技術向上および研究に参加する機会を提供
します。

循環器内科医基盤形成プログラム
対象：卒後3年目以降、徳島大学病院循環器内科において循環器内科診療

に携わる医師（希望があれば外部からの短期ローテーションも受け入れ）

 一般目標：

1. 循環器領域における各種疾患に対して対応出来る総合的診療能力の習得

2. 循環器内科医として必須の基本的技能並びに画像診断能力の習得

 個別行動目標：

1. 下記について単独で実施することができる

入院症例（待機的、緊急入院を問わず）の初期マネージメント、経胸壁

心エコー図検査、各種検査手技レポート作成（心エコー図検査、冠動脈

造影、電気生理学的検査、冠動脈CT、各種運動負荷試験）、心臓リハビ

リテーションにおける運動処方指示

2. 下記について指導医の指導・監視のもとで実施することができる

心臓カテーテル検査関連手技、カテーテルインターベンション手技の介

助、各種治療手技レポート作成（カテーテルインターベンション、経食

道心エコー図検査、カテーテルアブレーション）

 研修期間：12ヶ月を基本に、個人の希望も踏まえ調整（6ヶ月～24ヶ月）

図. カテーテル手技に関するシミュレータートレーニング
医学部医療開発センターに設置されたカテーテルシミュレーターを用いた研修風景で
す。PCIを含めたカテーテル手技のトレーニングも行っています。



伝えたいこと

1. 病棟診療に加え、循環器領域で行う各種検査

にローテーションで参加します。　

2. 循環器領域における代表的検査・手技を下記4

ブロックに分割、各ブロック3ヶ月単位でロー

テーションします。 

3. 各領域の上級医、コンサルテーション医師の

指導の下、各種循環器症例に対するマネージ

メントを学びます。

4. 複数の疾患を合併している症例を担当するこ

とが多く、結果として内科医としての総合診療

能力を取得することができます。

セクション 1

循環器内科基盤形成プログラムの概要 徳島大学病院循環器内科基盤形成プログラムにおける各ブロ
ックの概要

ブロック１: 心臓カテーテル検査・治療

各種心臓カテーテル検査、治療に参加。右心カテーテル検査、冠動
脈造影検査に必要な基本的手技を習得。冠動脈造影、カテーテルイ
ンターベンションの術前、術後管理に加え、冠動脈造影読影能力を
習得する。　

ブロック２: 心臓カテーテル検査および不整脈

主にカテーテルアブレーション、電気生理学的検査など不整脈関係
のカテーテル手技ならびにペースメーカー、ICD、CRT-Dなどのデバ
イス治療に参加。電気生理学的検査の理解を通じ、不整脈診断・治
療に関する専門的知識を習得。加えて、ペースメーカー、ICD、
CRT-Dなどのデバイス治療に術者もしくは助手として参加し、デバ
イス治療の基本を学ぶ。　

ブロック３: 心エコー図検査

心エコー図検査に参加。心エコー撮像のための基本的技能の習得な
らびに読影能力を習得する。　

ブロック４: 心臓リハビリテーション（各種負荷試験を含む）・冠動
脈CT・心エコー図検査

心エコー図検査に加え、近年普及しつつある冠動脈CT検査にも参
加。加えて心臓リハビリならびにトレッドミルテスト、CPX(心肺運
動負荷試験)を含む各種負荷試験に参加。冠動脈CTを含む上記検査判
読能力向上に加え、包括的心臓リハビリテーションについて学ぶ。

13



伝えたいこと

1. 徳島大学病院循環器内科での専門研修には、
初期研修を学外研修病院を選択した医師も参
加しています。

2. 症例のマネージメントは指導医と相談の上、
基本的には専門研修医が主体的に行います。

3. 各種検査業務、病棟当番、救急対応に関する
週間スケジュールを作成し、個人あたりの負
担が過度にならない運用を目指しています。

4. 基本的に1年間のローテーションを通じ、負荷
心電図から心エコー図検査、電気生理学的検
査、各種カテーテル治療にいたる循環器内科
医として必要な手技を経験します。

セクション 2

循環器内科基板形成プログラムの実際
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表. 卒後4年目研修医の5月週間スケジュール（病棟業務以外）
● 心臓カテーテル検査、不整脈担当（金曜日外勤）
○ 心臓カテーテル検査、心臓超音波検査担当（水曜日外勤）
△ 心臓リハビリテーション、心臓超音波検査担当（水曜日外勤）

表. 2013年度ローテーション予定表



チャプタ 4

医学部教育について
（臨床体験実習・クリニカルクラークシップ）

例年5月ゴールデンウィーク明けから7月
初旬までの8週間の期間、医学科5年生を
対象とした臨床体験実習（学外実習）を
行っています。また7月からはクリニカル
クラークシップとして、52週間にわたる
学生指導を行っています。
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図：徳島大学病院循環器内科における回診風景
多職種連携教育(Inter-Professional-Education: IPE)を念頭に回診を行っています。



伝えたいこと

1. 徳島大学病院と学外協力病院において8週間の
実習に参加します。 

2. 徳島大学病院では2～4週間の実習に参加しま
す。医療チームの一員として受け持ち症例を担
当しながら診療に参加します。

3. 医療面接、身体診察に加え電子カルテ上の診
療録作成、カンファレンスでの症例提示など
医師として初期研修、専門研修を受けるため
に必要な基本技能に関する指導を受けます。

4. 学外実習協力病院では多彩な症例、手技の見
学を通じて、第一線病院における循環器内科
の姿を学びます。

セクション 1

臨床体験実習について
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図. 循環器内科分野臨床体験実習における学外実習協力病院
平成25年度は北海道の2施設が新たに加わりました。11都道府県20施設の循環器
領域における有名施設が学外実習協力病院として協力いただいています。
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図. 循環器内科分野臨床体験実習に参加する学生数
平成25年度は男子学生10名、女子学生6名計16名の医学部5年生が参加しています。



チャプタ 5

研究について

初期研修制度が必修化に伴い、臨床面では多

彩な価値観をそれぞれの研修施設の努力やマ

スメディアにより医学部生、研修医に伝えら

れています。一方、大学病院の使命の一つで

ある研究面については、残念ながら取り上げ

られる機会がありません。

　私見ではありますが、研究についても述べ

てみます。



伝えたいこと

1. 臨床では経験がもっとも大切との意見が多い

と思います。経験も大切ですが、自分達が未だ

経験しなかった症例と遭遇したときはどうす

るのでしょうか。

2. 未知の病態に対して仮説を立て思考する行為

（臨床推論）は、研究で行われる思考過程

（仮説を立てて証明する）に他なりません。

3. 医師としての人生において研究を行い頭を悩ま

せることは臨床面でもプラスになるはずです。

4. 国際学会での発表は、自らの可能性を切り開

く良い機会です。

セクション 1

臨床と研究
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ESC（ヨーロッパ心臓病学会）2010に演題が採択され、ストックホルム
に行った時の写真。上. ガムラスタン（旧市街）からの風景、下. ストッ
クホルム中央駅



チャプタ 6

連絡先

〒770-8503　徳島市蔵本町3-18-15     

 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部循環器内科学 

TEL: 088-633-7851（事務室）

ホームページ：http://square.umin.ac.jp/TOKUSHIM/

医学教育、初期臨床研修、専門研修に関係する担当者連絡先

教育主任　岩瀬　俊　iwasetaka@tokushima-u.ac.jp

卒後研修主任　伊勢　孝之　isetaka@tokushima-u.ac.jp

教室総務　添木　武　soeki@tokushima-u.ac.jp
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