
東邦大学医療センター大橋病院臨床研修プログラム 

循環器内科専門研修コース（大橋） 

 

募集定員                             

若干名 

 

コースの特徴                           

内科疾患の 8割は消化・循環・呼吸である。2 年の前期臨床研修修了後、内科の総合力を高めるために

更に１年間、消化器と呼吸器疾患を中心に研修を重ねる。その後の 1年間に大学病院循環器科で、冠動

脈カテーテル、不整脈、心臓核医学検査の研修を行う。1 年間の循環器専門研修の経験と研鑽から各自

の循環器サブスペシャリティを定め、以後、関連病院・大学病院で一般循環器臨床並びに循環器サブス

ペシャリティの臨床研鑽をつむ。内科総合力としては内科認定医を必須の経過点とし、コースの到達点

としては循環器各サブスペシャリティにあわせ循環器専門医、インターベンション認定医等とする。ま

た、関連病院等では地域医療でのニーズに配慮し一般内科臨床も各病院総合内科医と協力して臨床を行

い、総合内科専門医の取得も可能とする。但し循環器サブスペシャリティの研鑽に支障を来さないよう

コーディネーターによる調整を行う。 

 

研修カリキュラム 

1年目（卒後３年目、循環器内科へ入局）  

呼吸器内科研修を６ヶ月  

施設 

国立病院機構東京病院 呼吸器内科 

習得内容 

一般呼吸器疾患の診断検査治療を習得する。 

 

消化器内科研修を６ヶ月  

施設 

東京高輪病院、日産厚生会玉川病院、東芝病院、東邦大学大橋病院 消化器内科のいずれか 

習得内容 

一般消化器疾患の診断検査治療を習得する。 

 

2年目（卒後４年目）  

施設 

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科、ＣＣＵ 

期間 

1年 

習得内容 

３ヶ月毎に心臓カテーテル・不整脈・心臓超音波・核医学/心臓 CTの各班で研修し、循環器の特殊な診

断・検査・治療を集中的に習得し実践する。 

（最短で 2年目に認定内科医の受験が可能となる。症例が足りない場合は 2年目で配慮する。）  



 

 

3年目以降（卒後５年目以降）  

施設 

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科 

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科の教育関連病院 

習得内容 

①循環器内科の専門分野を選択する。 

 これに基づいて診断・検査・治療を各疾患に応用実践する（心臓カテーテル・不整脈・心臓超音波・

核医学/心臓 CT）。 

②ＣＣＵにて循環器集中治療を実践的に学ぶ。 

③指導医のもと臨床研修の経験を積む。 

④内科認定医、且つ循環器専門医やインターベンション認定医などの各循環器サブスペシャリティの認

定医/専門医且つ内科循環器医としてたゆまぬ研鑽を続けていく 。 

  

 主な診療科における週間予定 

毎日 AM8:30                   CCUカンファレンス 

火曜日 AM7:45～AM8:30            循環器内科抄読会 

水曜日 AM8:00～AM8:30            心臓血管外科合同カンファレンス 

水曜日 PM13:30～14:30            教授回診 

水曜日 PM17:00～               症例検討会 

 

なお各種検査ならびに心血管および末梢血管インターベンション、カテーテルアブレーション、心臓ペ

ースメーカーおよび植込み型除細動器移植などの治療の予定については医局長まで問い合わせのこと。 

 

教育関連病院・施設 

東邦大学医療センター大橋病院            総括指導責任者    中村  正人  

独立行政法人国立国際医療研究センター病院 (循環器科 )指導責任者   廣井  透雄  医長       

東京高輪病院(循環器内科)              指導責任者    山本 雅人 部長 

東芝病院(循環器内科)                指導責任者    高木 拓郎 医長 

東京労災病院(循環器内科)              指導責任者    吉玉  隆  部長 

日産厚生会玉川病院(循環器内科)           指導責任者    相川  丞  部長 

太田記念病院(循環器内科)              指導責任者    小林 延行 副院長、 

                                   安斉  均  部長 

小田原循環器病院(循環器内科)            指導責任者     杉   薫  院長 

京都桂病院(心臓血管センター)            指導責任者    中村  茂  センター長 

国立病院機構 東京病院(呼吸器内科)          指導責任者    大田  健  院長 

東京警察病院(循環器内科)              指導責任者    笠尾 昌史  部長 

 

コースの実績 



〈一般内科〉 

循環器疾患だけの診察しかできない医師を養成するのではなく、内科全体を診る姿勢を重視した臨

床研修プログラムを行ってきました。大学病院内でも旧第 3内科で同一医局であった消化器内科・

腎臓内科とも連携をとりながら診療にあたっています。呼吸器内科に関しては、国立病院機構・東

京病院で 6ヶ月の研修を行ってきました。 

〈循環器内科〉 

循環器専門医として CCU や病棟での高度専門医療を経験することで循環器薬物療法を習得。同時

に心臓超音波検査、心臓核医学検査、冠動脈・大血管 CT などの画像診断能力の習得を目指してき

ました。また、心臓カテーテル検査・治療、心臓電気生理学的検査治療（不整脈アブレーション）

などの浸襲的治療を経験することで専門性を併せ持つ専門医を育成してきました。 

 

コースの指導状況 

〈臨床研修〉 

大学病院はもとより、研修認定施設である教育関連病院 10 病院においても 3 名から 9 名と多数に指導

医がおり、臨床経験豊富な指導医のもとで、一人の指導医に偏らず満遍なく指導が受けられます。関連

病院や大学病院の医局員が一同に集まる研究会などを定期的に開催し、臨床研磨にあたっています。 

〈臨床研究・学会発表〉 

国内外の内科・循環器学会、研究会への参加も積極的に行っており、症例発表や論文執筆の指導も実施

しています。 

http://gyoseki.toho-u.ac.jp/thuhp/KgApp?kozac=220200141&year=2009 

 

大学院と海外留学について 

海外留学に関して、積極的に海外留学を勧めています。 

循環器専門分野に基づき約 2年間の海外留学をしていただきます。 

我々の医局が海外留学をサポートする目的は、各個人の専門分野を海外の優れた施設で究めてもらうた

めです。そして、その経験を医局にフィードバックしていただきたいと考えています。 

 

〈これまでの留学先〉 

1. シーダス・サイナイ・メディカルセンター      （ロサンゼルス・アメリカ） 

2. クリーブランド・クリニック            （オハイオ・アメリカ） 

3. マサチューセッツ・ジェネラルホスピタル      （ＭＧＨ・ボストン・アメリカ） 

4. ロマリンダ大学メディカルセンター         （カルフォルニア・アメリカ） 

5. ＵＣＬＡ・アーバイン校              （カルフォルニア・アメリカ） 

6. ミネアポリス・ハートインスティテュート      （ミネアポリス・アメリカ） 

7. コロンビア・ホスピタル              （ミラノ・イタリア） 

8. ベルン大学インゼル病院              （ベルン・スイス） 

9. ミュンヘン大学・ドイツ心臓病センター       （ミュンヘン・ドイツ）  

10. シーダス・サイナイ・メディカルセンター      （ニューヨークシティ・アメリカ） 

大学院希望者は研究テーマやカリキュラムについて、できる限り希望に沿うようにいたします。 

 

http://gyoseki.toho-u.ac.jp/thuhp/KgApp?kozac=220200141&year=2009


評価及び修了認定 

認定医・専門医取得のため、各医師の研修プログラムの進行状況をコース指導責任者が随時把握・評価

し、不足部分について指導する。また、コース指導責任者は各医師の臨床、学会、論文を含めた活動状

況について毎年評価を行い、個別に指導する。 

 

認定医・専門医の取得等 

 

学会等名 日本内科学会 

資格名 日本内科学会認定医 

資格要件 教育病院３年以上、ACLS履修等 

学会の連携等の概要 

1) 臨床研修２年 ＋教育病院（内科臨床大学院含む）での内科研修１年以上 ＝ 計３年以上（その内１

８か月間以上、内科研修していること） 

2) 臨床研修２年 ＋教育関連病院での内科研修１年以上 ＝ 計３年以上（その内１８か月間以上、内科

研修していること） 

(必修化された臨床研修の 2年間は教育病院での研修扱いとする） 

どちらに該当しても、問題なく取得できる。  

 

学会等名 日本内科学会 

資格名 日本内科学会認定総合内科専門医 

資格要件 認定内科医資格取得後、認定教育病院での研修 3年以上 

学会の連携等の概要 

認定内科医資格取得後、認定した教育病院（内科臨床大学院含む）での内科研修 1年以上＋認定教育関

連病院での内科研修 2年以上＝計 3年以上(卒後６年以上) 

現在認定内科医と認定されており、次の 1)～4)のいずれかに該当する内科研修歴を有する者。 

1) 教育病院（内科臨床大学院含む）での内科研修３年以上  

2) 教育病院（内科臨床大学院含む）での内科研修２年以上 ＋ 教育関連病院での内科研修１年以上 ＝ 

計３年以上 

3) 教育病院（内科臨床大学院含む）での内科研修１年以上 ＋ 教育関連病院での内科研修２年以上 ＝ 

計３年以上 

4) 教育関連病院での内科研修５年以上  

研修先の病院のほとんどが教育病院であり、問題なく取得できる。  

 

学会等名 日本循環器学会 

資格名 循環器専門医 

資格要件 認定内科医、会員歴 6年以上、AHA ACLS認定有効、禁煙の啓発に努めるもの 

学会の連携等の概要 



1) 日本内科学会認定内科医、もしくはこれと同等と認められる学会認定医の資格を有すること 

2) 6年以上の臨床研修歴を有すること。 

3) 6年のうち、3 年以上は日本循環器学会（以下、本学会）指定の研修施設で研修していること。 

4) 平成 16 年以降に医師免許を取得したものは各認定医取得後、3 年以上本学会指定の研修施設 

で研修していること。（研修関連施設での研修期間は研修施設の 1/2 として計算する） 

通常の研修を終了することにより、問題なく取得できる。  

 

学会等名 日本心血管インターベンション治療学会 

資格名 日本心血管インターベンション治療学会認定医 

資格要件 
申請時に本学会会員であること、所属地方会の本学会代議員 1 名の推薦があるこ

と、学会事業である症例登録に参加していること。 

学会の連携等の概要 

常勤の指導医・常勤心臓血管外科医・心血管造影室専属の経験あるコメディカルスタッフがおり、十分

な教育体制があること。年間 200例以上の心血管インターベンションを実施していること。 

以下の 1)～3)を満たすことが可能である。 

1) 本学会が指定する研修施設あるいは研修関連施設で 3年以上のカテーテル治療の研修をしたもの。 

2) 本学会が指定する研修施設あるいは研修関連施設で200例以上のカテーテル治療の経験があること。

但し、100例以上の冠動脈形成術の治療経験を必須とする。  

3) カテーテル治療に関する研究業績が 2つ以上あること。 

カテーテル治療を専攻することにより、問題なく取得できる。  

 

学会等名 日本不整脈学会・日本心電学会 

資格名 日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医 

資格要件 以下の条件をすべて満たすこと。 

学会の連携等の概要 

1. 日本循環器学会専門医あるいはそれに準ずる専門医資格を有すること。 

2. 学会認定不整脈専門医研修施設において合計 5年以上の修練期間を有すること。 

3. 卒後から研修期間中に不整脈薬物治療 20 例(外来、入院の合計)、カテーテル・アブレーション 20

例（術者、助手の合計）、PM、ICD、CRT などのデバイス治療 10 例(経過観察診療を含む)経験を

有しており、これを証明する書類を研修機関の長が提出すること。また、症例の２０％は病歴、治

療内容などのサマリーを提出する。 

4. 研修期間中に不整脈学に関する学会、研究会発表５編以上、不整脈学に関する論文を Peer－Review 

Journal に 1編以上発表(筆頭著者でなくてもよい) 

5. 日本不整脈学会、日本心電学会のうち、少なくとも 1学会の会員であり、3 年以上の会員歴を有す

ること。 

6. 海外施設での研修経験者に対する受験資格は、不整脈専門医認定制度委員会で検討の後、両学会の

理事会で承認を受けることとする。 

 


