リウマチ･膠原病科
【はじめに】
4 週間の限られた期間で行われる本実習は，モデル・コア・カリキュラムに準拠
し，かつクリニカル・クラークシップ（診療参加型臨床実習）を導入することによ
り，効率よく実習を行うことを目指す。クリニカル・クラークシップの目的は，
「学
生が実際の診療チームに参加し，その一員として診療業務を担当することによって，
医師としての職業的な知識・思考法・技能・態度の基本的な内容を学ぶこと」であ
る。単なる知識・技能の習得や診療の経験にとどまらず，実際の医療現場における
判断や対応，および治療に関する思考（臨床推論）を養うことを目標としている。
【実習目標】
1.病歴の聴取や患者の診察など，内科診療の基本を学習する。
2.問題指向システム（POS: problem oriented system）について理解する。
3.患者に関するさまざまな情報を収集し，医療上の問題点を明確化し，列挙する。
4.優先順位の高い 3 つ問題点について，診断計画，治療計画，教育計画，入院後経
過を含め考察する。
5.リウマチ・膠原病疾患に特徴的な身体所見について学習する。
6.尿・血液検査，画像検査などを学習し，検査データを解釈する。
7.担当症例のプレゼンテーションを行う。
【実習内容】
1.最低 1 人の入院患者を受け持ち，チームの一員として診療に参加することができ
る。
2.担当症例の問題点を明確化し、その解決法について学びことができる。
3.当科および関連病院の外来を見学し、数多くの膠原病患者と接することができる。
4.感想文をＡ４ １枚のレポートにまとめて、最終日に提出すること。
・提出先･･･リウマチ･膠原病科 E-mail: hrheuma@hiroshima-u.ac.jp
・タイトル･･･リウマチ･膠原病科 アドバンストコースを実習して
【評価】
指導医による全体的な行動（パフォーマンス）の評価、教授回診での患者提示の
でき具合、カンファレンスでのプレゼンテーションの内容、記載したカルテの内容
の評価などによる総合評価で行う。
【集合場所】
月曜日 9 時に臨床管理棟 1 階 リウマチ･膠原病科教授室に白衣、聴診器持参で
集合すること。
（月曜日が祝日の場合は、火曜日の 9 時に教授室に集合）

【当科の 4 週間のスケジュール】
第１週
午前
オリエンテーション（杉山）
教授回診（杉山）
病棟診療グループの紹介

午後
外来見学（平田）学生 A（内科 29 診）
症例カンファレンス 17:00～
（入院棟 6 階多目的室）

火

外来実習（杉山）内科外来（29 診）
学生 B
病棟実習

関節の診察法（吉田）
呼吸器・膠原病合同カンファレンス
16:30～（5 階カンファルーム）
医局長回診（平田）

水

吉田外来実習（内科 29 診） 学生 A
病棟実習

木

学外実習
おやまクリニックリウマチ科・内科（担
当 小山）
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
TEL:082-511-3535・12：00～13：00
［当日の集合時間・場所］
8：50・おやまクリニックリウマチ科・
内科

平田外来実習 学生 B
2F 整形外科診察室（15 診）
病棟実習
病棟実習
ＤＩ，症例検討

金

外来実習（杉山）29 診 学生 A
外来実習（舟木）31 診 学生 B

月

学外実習

野島内科（担当 野島）
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
［当日の集合時間・場所］
前日 口頭にて連絡

第２週
月

火

水

木

金

午前
午後
教授回診（杉山）、
病棟実習
ミニレクチャー、関節炎の鑑別（杉山） 症例カンファレンス 17：00～
病棟実習
学外実習 県立広島病院（担当 前田）
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
TEL: 082-254-1818（代表）15：00～16：00
［当日の集合時間・場所］
9：00・県立広島病院 病院総合案内前
総合案内からリウマチ科 前田まで連絡
病棟実習
病棟実習
ミニレクチャー
☆カルテチェック・テーマ決定
膠原病の臨床検査の見方（倉信）
（杉山）
臨床教授回診（野島）
病棟実習
ミニレクチャーなど(臨床管理棟 1 階 ＤＩ，症例カンファレンス
カンファレンスルーム 101)
学外実習 広島赤十字・原爆病院（ 担当 澤部）
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
TEL: 082-241-3111（代表）（内線6064）15：00～17：00
［当日の集合時間・場所］
9：00 広島赤十字･原爆病院 総合受付
受付担当者からリウマチ科 澤部まで連絡

第３週
月
火

午前
午後
教授回診（杉山）
病棟実習
病棟実習
症例カンファレンス
学外実習 広島市民病院（担当 大岩） 病棟実習
学生（A）
呼吸器・リウマチカンファレンス
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］ 医局長回診（平田）
TEL: 082-221-2291（代表）16：00～17：
30
［当日の集合時間・場所］
8：30 広島市民病院 リウマチ科
外来 (11番）前

水

木

金

外来見学（吉田）内科 29 診
病棟実習

学生 B

外来見学（平田）整形外来 15 診 学
生 A
実習
臨床教授回診（野島）
病棟実習
ミニレクチャーなど(臨床管理棟 1 階 関節エコーの基本と実際（徳永･石
カンファレンスルーム 101)
徳）
ＤＩ・症例カンファレンス
学外実習 東広島記念病院（担当 岩橋）
［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
TEL: 082-423-6661（代表） 15：00～16：00
［当日の集合時間・場所］
8：45 東広島記念病院 リウマチ・膠原病センター 病院受付
受付の方が診察室へ案内

第４週
月
火

午前
教授回診（杉山）
病棟実習
学外実習 広島市民病院（担当
学生（B）

大岩）

［前日の実習確認連絡先・連絡時間帯］
TEL: 082-221-2291（代表）16：00～17：
30
［当日の集合時間・場所］
8：30 広島市民病院 リウマチ科
外来 (11 番）前

水
木

外来見学（吉田）内科 29 診 学生 A
病棟実習
臨床教授回診（野島）
ミニレクチャーなど(臨床管理棟 1 階
カンファレンスルーム 101)

金

外来実習（病歴聴取等）

午後
病棟実習
症例カンファレンス
病棟実習
呼吸器・リウマチカンファレンス
医局長回診（平田）

テーマ発表の準備
病棟実習
ミニレクチャー
膠原病の肺病変（舟木）
ＤＩ・症例検討 16:30～
☆症例発表・テーマ発表
レポート(感想文)提出 16:00 まで
（Word データ。紙媒体･メールまたは USB
メモリにて提出。PHS・ファイルは教授
室に返却）

※学外実習の前日の連絡時間帯に、各病院の指導担当医に、必ず電話にて連絡する
こと。
※学外実習･･･祝日の場合は中止とする。指導担当医が不在の場合も中止とする。

【担当教官】
教 授
：杉山
講 師
：平田
助 教
：吉田
臨床教授 ：野島

英二
信太郎
雄介
崇樹

【学外実習担当教官】
おやまクリニック・リウマチ科・内科 院長：小山 徹
県立広島病院 リウマチ科 主任部長：前田 裕行
野島内科医院 院長：野島 崇樹
広島赤十字･原爆病院 リウマチ科 部長：澤部 琢哉
東広島記念病院 リウマチ・膠原病センター 院長：岩橋 充啓
広島市立広島市民病院 リウマチ・膠原病科 部長：大岩 寛
【連絡先】
広島大学病院 リウマチ･膠原病科 平田 信太郎(PHS 4164)
TEL:082-257-5539（教授室）
E-mail: shirata@hiroshima-u.ac.jp
http://home.hiroshima-u.ac.jp/hrheuma/
【学外施設 各病院連絡先】
1.おやまクリニックリウマチ科・内科 院長
〒730-0001 広島市中区白島北町10-10
TEL:082-511-3535

小山

徹

2.県立広島病院 リウマチ科 主任部長 前田 裕行
〒734-8530 広島市南区宇品神田 1 丁目 5 番 54 号
TEL:082-254-1818（代表）
3.医療法人社団 慶広会 野島内科医院 院長
〒731-5127 広島市佐伯区五日市 2 丁目 9-4
TEL:082-922-5552

野島

4. 広島赤十字･原爆病院 リウマチ科 部長 澤部
〒730-8619 広島市中区千田町 1 丁目 9 番 6 号
TEL:082-241-3111（代表）

崇樹

琢哉

5. 東広島記念病院 リウマチ・膠原病センター
〒739-0002 東広島市西条町吉行 2214 番地
TEL: 082-423-6661（代表）

院長

岩橋

充啓

6.広島市立広島市民病院 リウマチ・膠原病科
〒730-8518 広島市中区基町 7 番 33 号
TEL: 082-221-2291（代表）

部長

大岩

寛

