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若干名 

 

コースの特徴                           

現在、内科的疾患は、各専門分野が高度に進歩しているとともに、高齢社会を迎え、いくつかの疾病を

同時に合併・発生する例が急激に増加し、これらに対応する内科医は、専門性とともに全般を見る能力

が、急速に必要、かつ求められている。 

これに迅速かつ適切に対応できる内科医育成を目指し、佐倉内科は、疾患として最も多い消化器疾患、

循環器疾患、呼吸器免疫アレルギー疾患（膠原病を含む）、糖尿病代謝内分泌疾患、神経内科疾患、血

液疾患、腎臓疾患を対象に、各専門医が診療するとともに、救急・統合分野には、それぞれのグループ

が共同参画し、専門能力と総合力が同時に身につく後期研修医受け入れ体制を敷いている。 

すなわち、全員 内科学講座に属したのち、呼吸器・アレルギー班、糖尿病代謝内分泌班、循環器班、

消化器班［消化管・肝胆膵］、神経内科班、救急・総合班に、自己選択で配属される。各専門グループ

は、大学病院として、基礎・臨床研究を推進し、また学生教育にも携わっている。基本は、新たな病態

論と新しい治療学確立を目指し、共通テーマとして、さまざまな疾患に対して、抗酸化療法、免疫療法、

再生医療の可能性追求をテーマにしている。加えて、希望者を募りローテーションで、救急・統合班を

回り、それぞれの専門能力が遺憾なく発揮できるような総合臨床力を養ってもらうようにしている。 

臨床回診は、全グループが一体となって、わかりやすく説明すること、全身を見ているか、そのうえで

専門性の発揮に誤りがないかを相互チェックし、臨床カンファレンスも、全グループが集まり、１例に

ついて各専門医から意見をもらいつつ行っている。 

基礎研究も大学病院として、設備があり、細胞培養、遺伝子解析、酵素・たんぱく分析、脂質解析が可

能であり、研究開発部がそれをサポートしてくれる体制になっている。毎月、一回研究プロジェクトカ

ンファレンスを行い、それにも全グループの専門医が参加、共同研究プロジェクトの立ち挙げを積極的

に行っている。 

４年制の大学院生を受け入れており、また、一般後期研修期間は５年間の博士号申請に必要な研究歴に

含まれ、博士号取得が可能である。テーマは自由に選ばれ、その着眼は、専門分野のみならず、総合的

視野に立ち、臨床に比較的直結する良質なものが多い。 

各専門分野の認定医、専門医取得は、可能である。 

以上から、東邦大学医学部、佐倉内科学講座の主催する 統合専門研修コースは、内科大講座制の長所

を最大限に発揮し、統合力(Integrated Medicine)と専門力(Specialized Medicine)の両者を兼ね備え、

未来志向型医師の育成をはかることを目標とし、実践していることが、ご理解いただけたと思われる。

要は、日々、よりよい医療を求め、「思いやり」に満ちた誠実な医師を育成することに、医局員全員が

協力し、楽しく、効率的にやっていこうというものである。 

詳細は、以下の他に、佐倉病院内科学ホームページ http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/sakura/int/ を

ご参照いただきたい。 

 

 

http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/sakura/int/


研修カリキュラム 

【プログラム】 

目標： 

統合力(Integrated Medicine)と専門力(Specialized Medicine)の両者を兼ね備えた医師の育成 

研修方法 

施設 

東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座 

研修期間 

3～5 年 

習得内容 

 初年度:  

救急/総合診療グループ(以下 G)に属しつつ、5G のうち、2～3G を同時に研修する。場合により

初年度から入 G も可能。総合診療力は、常時、救急/総合診療に参加しカンファレンス、臨床セ

ミナーなどで育成する。週に 1 度、内科統合カンファレンスにも必ず参加する。  

 ２年目以降:  

救急/総合診療を含めた 6G のいずれかに所属し（変更可能）、各 G 毎のプログラムに沿って修練

を行う。  

 

【各 G 別プログラム】 

■救急/総合診療 G カリキュラム  

総合目標 

総合力、バランスの取れた医師を育成する  

行動目標 

1. 炎症性疾患、腫瘍疾患、代謝異常疾患、循環障害疾患、神経疾患をそれぞれ早期に鑑別、診断

できる能力を身につける。  

2. 全身管理を、循環器、呼吸器機能に加え、栄養管理、さらには精神的サポートも含めて出来る

能力を身につける。  

 １年目：原則全員が属し、広く二次救急ができるようにする。同時に、5G のいずれかをローテ

ーションし、ある程度の専門的診療を行う。  

 ２年目以後も、本 G に属すと、総合診療外来、救急ベッド(一、二次)、ICU での患者管理を受

け持ち、上級医の指導の下で、診療力を研鑽する。  

評価・達成目標 

一、二次救急で見る疾患を鑑別、診断し、治療方針を打ち出せる。 

 

■呼吸器・免疫アレルギーG カリキュラム、呼吸器内科 G カリキュラム 

１）総合目標 

呼吸器・アレルギー疾患の診断・治療を的確に実践できる専門医の育成 

２）行動目標 

① 主な呼吸器疾患・アレルギー疾患について、病態を理解したうえで、適切な診療を実践。  

② 呼吸器内視鏡他、呼吸器・アレルギーに関連する各種検査を安全に実施できる。  



③ 呼吸器・アレルギーに関する各種検体検査について、適切に実施、評価できる。  

④ 呼吸器・アレルギーに関する画像診断について、適切に実施、評価できる。 

⑤ 大学病院として、より高いレベルの診療・研究について、着手していく。 

３）コースの特徴 

千葉県北部の基幹病院において呼吸器内科の閉鎖、縮小が続いているため、当科には、遠方からも多くの患

者さんが紹介されてくるようになった。症例は、非常に豊富になり、多彩な疾患、貴重な疾患が多く経験できる。

救急外来や集中治療室での診療も、呼吸器内科で行っており、ほかではできない経験が得られる。 

 患者数の増加により仕事量が過大になることを防ぐため、①病診連携、病病連携を積極的に推進することで、

患者数を適正数にコントロールする。②チームで臨床・研究・教育を行う。 という対策を徹底して行い、適正な

仕事量におさえる事ができている。様々な逆風のなか、千葉県内では 2 番目に多くの医師を確保できている事

も大きい。 

 専門性を高めながらも、内科医局の 1 員として、内科医としての総合的な診療能力を身につけることも重視し

ている。 

内科の他グループ、外科、放射線科、病理等、院内の他部門との連携が非常によく、働きやすく、学びやすい

環境である。 

 関連領域である、感染症・アレルギー疾患についても、サブスペシャリティーとして扱ってきたが、当該分野の

専門医を招聡し、協力して診療・研究を行っていく予定である。 

 新体制になり日が浅く、研究面での現時点での実績は乏しいが、豊富な症例を生かして複数の臨床研究を開

始しており、成果が出始めている。基礎研究については、千葉大薬学部と共同で行っている。また、２０１２年に

は、東邦大学薬学部で基礎研究の研修を行っている。十分な実績のある医師もおり、院内での指導、実施とも

可能であるが、現在進行中のものはない。 

４）研修カリキュラム 

卒後３年目； 

① 内科全般の研修；呼吸器内科以外の内科にもローテートし、救急業務にも関わり、救急対応を含む

内科医としての基本を身につける。内科のカリキュラムを参照のこと。 

② 呼吸器内科の研修；原則としては、３年目は内科全体の研修になるが、希望と話し合いにより、専

門研修に特化した研修を始めること、院外での研修も可能である。 

卒後４年目；  

① 悪性腫瘍、間質性肺炎、感染症、COPD、気管支喘息などの症例を一通り経験し、診断から基本的治

療方針の決定までを単独で行える事を目標とする。 

② 気管支鏡、胸腔ドレナージ、局所麻酔での胸腔鏡、人工呼吸器の操作など、呼吸器内科としての専

門性の高い検査、処置を自ら行える事を目標とする。 

③ 症例報告のほか、１人１テーマの臨床研究を課し、５年目以後にまとめられるよう、準備を開始す

る。 

５）週間予定（呼吸器内科単独の予定。内科の予定は別） 

朝カンファレンス（申し送り）；月、土は午前８時３０分、火～金は午前８時１０分 

呼吸器内科カンファレンス；火曜日午後１８時～ 



内科・外科・病理・放射線科合同カンファレンス；月曜日午後１７時３０分～ 

プロジェクトカンファレンス（臨床研究のカンファレンス）；５ヶ月に１回 

６）教育関連病院・施設 

出張、留学は可能であり、実績もあるが、個々の医師の希望により決定している。 

７）コースの実績； 

卒後５年目以後の医師の４名が学位論文を準備中である。 

内科医認定、総合内科専門医、呼吸器内科専門医、同指導医、アレルギー専門医、呼吸器内視鏡専門医、

同指導医、感染症学会専門医、感染症コントロール医師（ICD）、などの実績がある。 

８）コースの指導状況 

カリキュラムに記載した通りである。 

９）学位・大学院と海外留学について 

学位は７）に記載した通りである。大学院生は１名が在籍中である。海外留学は呼吸器内科としては実

績がない。 

10）評価および修了認定 

当科としての形式は設けていない。 

11）認定医・専門医の取得等 

内科認定医、総合内科専門医、呼吸器内科専門医、同指導医、アレルギー専門医、呼吸器内視鏡専門医、

同指導医、感染症学会専門医、感染症コントロール医師（ICD）、などの実績がある。 

12）主な研究テーマ 

①  高齢者化学療法未施行Ⅲ B/ Ⅳ期・術後再発非扁平上皮非小細胞肺癌患者に対する

Pemetrexed/Bevacizumab 併用療法の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験 

② 肺扁平上皮癌患者に対する S－１/CDGP 併用療法の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験 

③ 特発性肺線維症急性増悪と血液凝固系マーカーの変動 

④ 特発性肺線維症急性増悪におけるトロンボモジュリン製剤の効果 

⑤ COPD と骨粗鬆症（retrospective study） 

⑥ ステロイド骨粗鬆症と骨代謝マーカー 

⑦ RET 融合遺伝子等の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための

前向き観察研究 

⑧ COPD に対する運動療法の効果 

⑨ COPD 合併骨粗鬆症に対する bisphosphonate の効果 

⑩ 特発性肺線維症における血中 LR11 の測定 

⑪ 特発性肺線維症における活性酸素種の変動（呼気凝縮液を用いて） 

⑫ 関節リウマチの肺病変の研究 

 

■糖尿病・内分泌・代謝 G カリキュラム  

総合目標 

内分泌・代謝疾患のみならず、すべての内科的疾患［主に、動脈硬化、腎障害］への代謝学的アプロー

チができ、各種病態については、細胞分子生物学から心理学分野にわたる広い角度から思考できる医師

の育成 



行動目標 

1. １型、２型糖尿病について診断、病態、治療 (食事、運動、薬物)の習得 

１）各種インスリンの導入法 ２）低糖質食による治療 ３）フォーミュラ食の実施法 ４）

合併症（腎症）予防への抗酸化療法＝Sakura study ５）インスリン抵抗性の生化学的マーカ

ー（リポ蛋白リパーゼ） ６）ヘルスケアファイルを用いた自己管理能力育成プログラム導入 

６）チーム医療の進め方  

2. 肥満症、特に重症肥満症の診断と治療、特に合併症の治療 

１）肥満者のパーソナリティ分析（ハイラムダ型など） ２）フォーミュラー食利用による超

低エネルギー食療法 ３）合併症（特に動脈硬化、腎症）への低エネルギー療法 ４）抗肥満

薬の開発 ５）パーソナリティに基づく適切な生活指導・教育プログラムの作成 （精神科学、

看護学との共同研究） ６）肥満外科治療における術前・術後の管理(特に栄養面・心理社会面の

フォローアップ) 

3. 甲状腺疾患の病態と治療 

１）甲状腺機能亢進症、低下症の病態把握と治療 ２）甲状腺腫瘍の診断: 超音波エコー診断、

生検  

4. 内分泌疾患(下垂体、副腎、副甲状腺)についての診断と治療 

１）各種ホルモン負荷検査の意味 ２）ホルモン関連悪性腫瘍の診断と治療  

5. 動脈硬化症への代謝、脈管学的アプローチ 

１）新しい動脈硬化危険因子（オキシステロール、リポ蛋白リパーゼなど）の発見と意義にも

とづく治療体系づくり ２）血管機能検査ＣＡＶＩ（cardio-ankle vascular index）の開発：変

動要因の分析、３）スタチンの抗動脈硬化作用（ＴｏＨｏ－ＬＩＰ、5 年追跡調査）の確立   

6.  血液疾患 

  １）急性白血病以外の各種血液疾患の診断と治療 

7.  腎臓疾患 

   １） 腎炎・ネフローゼ症候群の診断と治療 

   ２） 慢性腎臓病（CKD）に対する腎保護療法の実践と習得 

   ３） 水・電解質および腎臓栄養学の実践と習得 

   ４） 末期腎不全に対する健康管理の実践と習得 

   ５） 腎代替療法の実践と習得 

  ６） 急性腎障害における Critical Care Nephrology の実践と習得 

研修体制 

1. 糖尿病･内分泌・代謝外来と病棟患者を担当する。入院治療は、4～6 名の入院患者を担当する（平

均、年間、糖尿病 40 例、甲状腺疾患 5 例、副腎、下垂体、副甲状腺疾患 5 例位））  

2. 臨床カンファレンス週 1 回 木 7 時 30 分から。研究セミナー月曜日 2 週に 1 回 20 時から。  

3. サマーセミナー：年 1 回開催  

4. 各自、一人最低 1 個ずつの研究課題を持ち、研究開発部の支援のもとに基礎、臨床研究も併せ

行う。 

5. 血液内科専門医・腎臓内科専門医を目指すものは総合内科的診療能力を身に付けることを重点

とし、各領域の患者を主軸にしつつ、本Ｇ全体の患者を担当する。  

学会活動 



日本内科学会、日本糖尿病学会、日本動脈硬化学会、日本内分泌学会、日本肥満学会、臨床栄養学会、

日本肥満症治療学会、国際動脈硬化学会、日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、日本性差医学会、 

日本血液学会、日本輸血・細胞治療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、米国腎臓学会 

専門医 

内科専門医、糖尿病専門医・指導医、内分泌専門医、日本血液学会専門医・指導医、日本輸血・細胞 

治療学会専門医、日本腎臓学会専門医・指導医、日本透析医学会専門医・指導医 

主な研究テーマ 

1. 動脈硬化巣の形成機構：オキシステロールによる細胞障害説に基づく治療体系  

2. メタボリックシンドロームの生化学的指標;プレヘパリンリポ蛋白リパーゼの有用性  

3. 高度肥満における皮下脂肪の代謝調節機構の解析  

4. 高度高中性脂肪血症の原因解析(リパーゼの機能異常と遺伝子解析、抑制因子)  

5. 低糖質食の有用性への基礎と臨床的研究  

6. 肥満患者へのロールシャッハテストによるパーソナリティ分析に基づく患者指導法 

(特に肥満外科治療における)  

7. 糖尿病腎症に対する抗酸化（プロブコール）療法長期トライアル＝Sakura study  

8. フォーミュラー食の代謝改善に関与する分子機構の解明  

9. 血管機能検査 CAVI を用いた各種介入試験、予後調査 

 10. LR11 と血液悪性疾患 

 11. 酸化ストレスと骨髄異形成症候群 

 12．腎臓病患者における体組成バランスと腎予後・心血管疾患および死亡率の関係 

13．腎臓病患者における栄養関連リスクと腎予後・心血管疾患および死亡率の関係 

14．腎臓病患者における動脈硬化因子・血管石灰化因子・体液平衡異常と心腎連関 

15．腎臓病患者における貧血と心腎連関 

 

■循環器 G カリキュラム  

総合目標 

的確な病態把握と適切な診断・治療が実践できる循環器専門医の育成 

行動目標 

1. 問診および身体所見から的確な診断、検査・治療が計画できる。  

2. 基本的な検査が実践でき、且つそれらの結果を読影・判定できる。（ECG、トレッドミル運動負

荷試験・Holtor 心電図・体表心エコー・核医学検査）  

3. 特殊検査の実践 

（心臓カテーテル検査・末梢血管の体表エコー検査・経カテーテル的血管内エコーなど）  

4. 各種循環器疾患の治療法の選択と実践ができる。 

（高血圧・狭心症・心筋梗塞・弁膜症・心筋症・心内膜炎・心膜心筋炎・心不全、不整脈・肺

血栓塞栓症・大動脈疾患・末梢動静脈疾患など）  

5. 高度治療法の実践 

（経カテーテル的冠動脈形成術・経カテーテル的動脈形成術・カテーテル・アブレーション・

ペースメーカー・ICD・CRT-D 植え込み術・CCU での重症疾患の循環管理）・IABP・経皮的心

肺補助循環 



6. 内科認定専門医と循環器専門医の取得  

研修体制 

1. 循環器センター外来の定期的な初診・再来診療の実践。  

2. 循環器疾患入院患者の治療。  

3. 症例検討会で治療計画の立案、実践・自己評価。  

４．当直時の循環器的緊急疾患の対応 

5.  後期研修の前半期（2～3 年間）は SBO：１～４の達成スケジュールに則り研鑽する。  

6． 後期研修の後半期（3～4 年間）は SBO：５～６の達成スケジュールに則り研鑽する。  

評価 

学会発表 

日本循環器病学会・日本脈管学会・日本心臓病学会・日本内科学会・冠疾患学会・日本リハビリテーシ

ョン医学会・日本心血管インターベンション治療学会・日本不整脈心電学学会。 

主な研究テーマ 

1. 経皮的冠動脈形成術の疫学 

2. 静脈血栓塞栓の疫学 

3. 心不全における和温療法の効果 

4. 睡眠時無呼吸障害が各種疾患に及ぼす影響 

5. 血管機能評価（ＣＡＶＩ）の有用性の評価及び各種病態との関連 

6. 超音波エコーによる冠動脈血流評価 

7. MSCT による冠動脈疾患の評価、心臓周囲脂肪と動脈硬化との関係。 

 

■消化器 G カリキュラム  

総合目標 

消化管、肝、胆、膵の病態把握を的確に行い、適切かつ、先進的治療が実践できる消化器専門医の育成 

行動目標 

1. 消化管、肝、胆、膵、胃腸各種良性と悪性疾患患者の高度先進治療の習得  

2. 消化管内視鏡検査法の実践・習得：上部・下部内視鏡、バルーン小腸内視鏡及びカプセル小腸 

   ・大腸内視鏡検査、超音波内視鏡検査など 

  3. 消化管内視鏡治療の実践・習得：内視鏡的止血術、内視鏡的粘膜切除術、粘膜下層剥離術、十二

指腸乳頭切開及び採石術など 

4. 腹部超音波、CT、MRI、腹部血管造影などの画像の読影技術の習得  

5. 腹部超音波、腹部血管造影、肝生検、胆道ドレナージなどの手技の実践・習得  

6. 炎症性腸疾患の病態理解と診断方法の習得 

7. 炎症性腸疾患の免疫統制療法の理解と実践  

研修体制 

1. 消化器センターにおける初診・再診・炎症性腸疾患専門外来の見学  

2. 消化器病棟における入院患者の診療 

3. 内視鏡検査、治療内視鏡の見学：上部・下部・バルーン小腸消化管内視鏡検査、色素内視鏡観

察、画像強調内視鏡観察、小腸・大腸カプセル内視鏡、内視鏡的粘膜切除術・粘膜下層剥離術、



内視鏡的止血術、内視鏡的狭窄拡張術、食道静脈瘤結紮術など 

4. 放射線部における消化管造影検査、CT enterography（CTE）、CT colonography（CTC）、MR 

enterography（MRE）、Interventional Radiology（IVR；血管内治療）などの見学とイレウス

管挿入などの手技の見学 

5.  肝臓がんに対する血管造影検査、肝動脈化学塞栓療法（TACE）、ラジオ波焼灼術などの集約的 

  治療の見学 

6.  炎症性腸疾患に対する血球成分除去療法の見学 

7.  カンファレンス 

 消化器症例検討カンファレンス（放射線科、栄養部、治験担当と共同） 

 読影会：消化管造影検査（胃透視、小腸造影検査、注腸造影検査）、内視鏡検査 

 手術症例カンファレンス（外科と共同） 

 病理カンファレンス（病理部、外科、放射線科と共同） 

 抄読会・リサーチカンファレンス 

評価 

学会発表 

日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本内科学会、日本肝臓病学会、日本消化管学会、日本大

腸肛門病学会、日本消化器免疫学会、日本カプセル内視鏡学会、アメリカ消化器病週間、ヨーロッパ 

消化器病週間、ヨーロッパ炎症性腸疾患学会、アジア炎症性腸疾患学会など 

専門医 

日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会門医、日本肝臓病学会専門医、日本消化管学会専門医、

日本内科学会総合専門医など 

主な研究テーマ 

1. 炎症性腸疾患における腸内細菌の影響について－寛解期潰瘍性大腸炎におけるプロバイオティ

ックスの再燃予防効果－  

2. 炎症性腸疾患における血球成分除去療法と生物学的製剤併用の寛解導入及び寛解維持に対する

効果 

3. 炎症性腸疾患における MRI および CT による新しい画像診断法の開発 

4. 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの診断・モニタリングにおける有効な使用方法の検討 

5. 炎症性腸疾患における新しい内視鏡画像による重症度評価と予後の検討 

6. 炎症性腸疾患におけるカプセル内視鏡（小腸・大腸）の有用性の検討 

7. 炎症性腸疾患における生物学的製剤の有効性の検討 

8. 進行消化器がんに対する新規化学療法の臨床的検討 

9. 肝硬変・肝癌発現・進展における CTGF の関与の検討 

 10.  肝硬変における細胞増殖因子およびサイトカインの関与の検討 

 11.  C 型肝炎治療法の検討 

 

■神経内科 G カリキュラム  



総合目標 

神経内科疾患を有する患者さんに対して、分子生物学、神経免疫学、神経生理学、画像医学等を駆使し

た診断・治療法を、広い角度から身に付け、実践できる医師を育成する。さらに、神経疾患を来たしう

る全身疾患の広い知識、神経疾患に伴う社会生活上の問題対処等、患者さんの立場に立って、全人的に

診ることができる医師を育成する。 

行動目標 

(a) 経験すべき主要疾患 

 脳卒中: 神経救急における画像診断と tPA を含む急性期治療、多発性脳梗塞や脱水脳症などの

高齢者に特異的な疾患の早期診断と治療、CAVI を含む動脈硬化の全身評価と予防法、神経リハ

ビリテーションを習得する 

 認知症(含むアルツハイマー病): 高齢者認知症の多様性の評価とコリン作動薬の使用法に習熟す

る ・自律神経障害を呈する認知症(レヴィー小体型認知症)の対処法を習得する  

 パーキンソン病(およびパーキンソン症候群): 新規パーキンソン病治療薬(COMT 阻害薬など)に

よる L-dopa 薬物動態測定、L-dopa 代謝とパーキンソン病消化管自律神経機能、佐倉病院での

深部脳刺激治療を習得する  

 脊髄小脳変性症: 千葉県佐倉地区に多い SCA6 等のトリプレットリピート病の遺伝子診断、適切

な対症療法、運動失調症のリハビリテーションを習得する  

 多系統萎縮症: 中枢と末梢の自律神経障害の他覚的評価法とそのメカニズム、治療法を習得する  

 多発性硬化症と視神経脊髄炎: アクアポリン 4 抗体および早期神経画像診断、免疫療法を習得す

る  

 ギラン・バレー症候群: 若年者神経救急における電気生理学的および抗ガングリオシド抗体診断、

免疫グロブリン大量療法を習得する  

(b) 習得すべき主な診断・検査法 

神経学的診察、腰椎穿刺、神経画像(脳・脊髄 MRI、脳血流 SPECT のオーダーと読影)、高次脳機能検

査、神経生理学(神経伝導速度・筋電図・感覚誘発電位など)、自律神経検査(MIBG シンチグラフィー、

心電図 RR 間隔フーリエ解析など)  

研修体制 

1. 神経内科病棟患者を主に担当する。入院治療は、3～5 名の入院患者を担当する。  

2. チーム医療を行っているので、その一員として動く。  

3. 病棟回診: 毎日朝 7:30、夕方の 2 回  

4. 症例カンファレンス: 毎週月曜夕; 神経内科専門医、指導医、受け持ち医、研修医、放射線科専

門医、理学療法士、言語療法士、薬剤師、臨床検査技師(電気生理/自律神経、前庭機能)、ケース

ワーカー。  

5. 病棟カンファレンス: 毎週木曜昼; 神経内科指導医、受け持ち医/研修医、看護師。  

6. 外来見学。  

7. 神経内科専門医、指導医の下、各自、臨床、研究課題を持ち開発研究を行なう。神経学会地方

会、専門学会で口演発表および論文発表を行う。  

学会活動 

日本内科学会、日本神経学会、日本神経治療学会、日本自律神経学会、米国神経学会、英国神経学会な

ど 



専門医 

日本神経学会専門医、日本内科学会認定臨床医。 

主な研究テーマ 

1. 認知症(アルツハイマー病、レビー小体型認知症)の早期診断～髄液 synuclein 蛋白、tau 蛋白、

amyloid beta 蛋白測定を含めて  

2. 免疫性神経筋疾患の診断と治療～アクアポリン 4 抗体、抗ガングリオシド抗体、抗 MuSK 抗体

との関連を含めて  

3. 脊髄小脳変性症/多系統萎縮症の診断と治療～自律神経系の生理・薬理学的検査を含めて  

4. パーキンソン病の臨床薬理学的検討～薬物血中動態を含めて  

5. 消化管・膀胱自律神経機能異常の解析と治療  

 

週間予定 

 

内科カンファレンス週間スケジュール  

 
月 火 水 木 金・土 

早朝 救急ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
 

救急ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 救急ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
 

救急ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

代謝 

消化器 

外科内科 

合同 

救急ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

午前 
        

午後 
呼吸器外科 

内科合同    
NST 

   

夜 

内科合同 
呼吸器 

内科     

（金） 

腎臓内科 

循環器 

神経内科 

消化

器 

内科 
    

内科 

研究ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ  

上記の内科合同カンファレンス、各グループカンファレンスはもとより、各グループ毎に、病棟回診、

外来、外来/入院検査、病棟処置/新患オーダー、がさまざまに組織されている。幾つかのグループにま

たがる疾患の場合、他グループカンファレンスでの症例提示、外来受診、病棟コンサルト、検査に可能

な限り同伴すること。それに伴い、幅広く疾患を習熟することが可能となる。 

 

教育関連病院・施設 

東邦大学医療センター佐倉病院 総括指導責任者：鈴木 康夫 教授 

救急／総合診療               ：東丸 貴信 教授、 松澤 康雄 助教 

消化器                   ：鈴木 康夫 教授 

循環器                   ：野呂 眞人 教授 

神経内科                  ：榊原 隆次 准教授 

糖尿病代謝内分泌              ：龍野 一郎 教授 



呼吸器免疫アレルギー            ：松澤 康雄 助教 

 

コースの実績 

内科分野グループごとに、学会専門医・指導医・評議員が在籍していることから、これまで、内科

各分野専門医を多数養成してきた。また各学会への参加を積極的に行っており、学会雑誌への投稿

を多数行っている。1 講座に属しながら、上記の中から複数の専門医を取得することも可能である。

検査設備がととのっており、内視鏡検査・治療、カテーテル検査・治療、電気生理学的検査・治療、

核医学的検査、高速 CT・MRI 検査など専門分化した機器に習熟することができる。一方、内科分

野グループごとに、大学院生を擁し、免疫治療応用、抗酸化療法などのさまざまな臨床研究と共に、

生化学、細胞生物学および遺伝子解析などの基礎研究を佐倉病院内で行い、新しい病態発見と原因

解明を進めている。詳細は佐倉病院内科学ホームページ http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/sakura/int/ 

を参照されたい。 

 

コースの指導状況 

原則的には、まず、内科認定臨床医/専門医の資格を取り、その後、各専門分野の認定専門医を取得する。

内科分野グループごとに、10 名程と多数の医師が在籍することから、経験豊富な指導医の元で、一人の

指導医に偏らず、指導を受けられる。すべて研修/教育認定施設である。院内研究会のみならず、県およ

び首都圏の診療単位が一同に集まる研究会など、連携して臨床研鑽にあたっている。全国および国際学

会の発表参加も活発であり、症例発表はもとより、臨床研究発表や論文執筆の指導も実施している。レ

ジデント修了後は、病院助教への道がある。 

 

大学院と海外留学について 

大学院希望者を積極的に受け入れており、研究テーマやカリキュラムについては、できる限り希望に沿

うようにしたい。５年レジデント期間プラス１年で、東邦大学医学部大学院の博士号審査論文提出資格

が得られる。研究内容は、臨床研究と平行して、基礎研究では生化学、遺伝子、細胞生物学的アプロー

チが可能である。生化学、遺伝子、動物実験は、東邦大学薬学部、理学部とも共同研究を進めており、

それら学部の大学院生とも交流しあい実績を上げている。実績として、英文一流紙への掲載が、年々増

加している。 

海外留学に関しては、米国、英国、欧州の海外留学経験者が多数在籍しており、希望者は個別にカリキ

ュラムと照らし合わせながら、積極的に海外留学を行えるようになっている。さらに、人的交流の発信

地となるべく、国内留学生(首都圏など)、海外留学生(中国など)の受け入れを積極的に行っている。 

 

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している。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、個別に指導している。 

 

 

 

認定医・専門医の取得等 

http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/sakura/int/


 

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 

必修化された臨床研修 2 年は教育病院での研修扱いとする。当該学会が認定した教育病院（大学病院含

む）における後期研修プログラムの一環として無認可病院へ派遣された措置がある（1 年以内の派遣に

限る）。 

 

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) 

 

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 

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） 

 

学会等名 日本心血管インターベンション学会 

資格名 日本心血管インターベンション学会認定医 

資格要件 

研修施設あるいは研修関連施設で 3 年以上の心血管インターベンション治療の研

修。研修施設あるいは研修関連施設で 200 例以上の心血管インターベンション治

療の経験があること。心血管インターベンションに関する研究業績が 2 つ以上。 

学会の連携等の概要 

研修施設の認定基準は、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。 

 

学会等名 日本糖尿病学会 

資格名 糖尿病専門医 

資格要件 認定内科医受験資格派生から 3 年後。かつ日本糖尿病学会入会後 3 年後。ただし認



定内科医の資格を持つこと 

学会の連携等の概要 

糖尿病研修指導医の要件は、糖尿病専門医であること。かつ日本糖尿病学会入会 10 年以上であること。 

 

学会等名 日本内分泌学会 

資格名 内分泌専門医(内科) 

資格要件 
認定内科医受験資格発生から 3 年後。かつ日本内分泌学会入会後 3 年後。ただし認

定内科医の資格を持つこと。 

 

学会等名 日本肥満症学会 

資格名 肥満症専門医 

資格要件 
認定内科医受験資格発生から 3 年後。かつ日本肥満症学会入会後 3 年後。ただし認

定内科医の資格を持つこと。 

 

学会等名 日本呼吸器学会 

資格名 呼吸器学会専門医 

資格要件 

日本内科学会認定内科医を資格取得した年度の 4 月より数え 3 年間以上、呼吸器学

会に所属し日本呼吸器学会認定施設において、所定の研修カリキュラムに従い呼吸

器病学の臨床研修を行い、これを終了した者。 

学会の連携等の概要 

日本内科学会認定内科医資格取得以前の臨床研修は含まれない。 

 

学会等名 日本アレルギー学会 

資格名 アレルギー学会専門医 

資格要件 
内科学会取得後３年以上呼吸器学会認定施設での研修を終了、認定時に５年以上ア

レルギー学会に所属していること。 

学会の連携等の概要 

 

学会等名 日本気管支内視鏡学会 

資格名 気管支内視鏡学会専門医 

資格要件 
日本気管支内視鏡学会に５年以上所属し、気管支内視鏡学会認定施設にて気管支鏡

を術者として２０例以上施行してある。 

学会の連携等の概要 

 



学会等名 日本神経学会 

資格名 神経学会専門医 

資格要件 

初期研修を含め臨床研修歴が 6 年以上あり、本学会会員歴を 3 年以上有する者。認

定内科医であること。研修期間のうち本学会が認定する教育施設・教育関連施設に

おいての研修が、次のいずれかを満たすもの。 

（1）教育施設で 3 年以上、 

（2）教育施設で 2 年以上と教育関連施設で 1 年以上、 

（3）教育施設で 1 年以上と教育関連施設で 3 年以上  

上記を満たし、専門医試験(1 次、2 次)を通過したもの。 

学会の連携等の概要 

 

学会等名 日本消化器病学会 

資格名 消化器病専門医 

資格要件 内科認定医取得後・所属学会 5 年以上 

学会の連携等の概要 

学会等名 日本肝臓病学会 

資格名 肝臓病専門医 

資格要件 内科認定医取得後・所属学会 5 年以上 

学会の連携等の概要 

 

学会等名 日本消化器内視鏡学会 

資格名 内視鏡専門医 

資格要件 内科認定医取得後・所属学会 5 年以上 

 

学会等名 日本消化管学会 

資格名 胃腸科専門医 

資格要件 消化器病専門医であること。 

 

＊現在日本腎臓学会と日本透析医学会は申請中です。 

学会等名 日本腎臓学会 

資格名 日本腎臓学会専門医 

資格要件 

本会の会員歴が継続して 5 年以上であり、日本内科学会認定医取得後 3 年以上、(社)

日本小児科学会専門医、(社)日本外科学会専門医及び(社)日本泌尿器科学会専門医は

取得後 1 年以上であること。本会が指定する研修施設において、研修カリキュラム

に基づく研修を 3 年以上行っていること。 

 



学会等名 日本透析医学会 

資格名 日本透析医学会専門医 

資格要件 

日本内科学会および日本外科学会において定められたいずれかの認定医または、専 

門医、日本泌尿器科学会、日本小児科学会および日本救急医学会において定められ 

たいずれかの専門医、もしくは日本麻酔科学会において定められた指導医の資格を 

有し臨床経験 5 年以上を有していること。なお、初期研修医 1 年目は臨床経験に

含めない。本学会の規定によって編成された研修カリキュラムに従い、学会認定施

設において 1 年以上または教育関連施設において 3 年以上を含む通算 3 年以上

を主として透析療法に関する臨床研修を行いかつ業績のあること。  

申請時において，本学会の会員歴 3 年以上であること。 

 


