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平成 30 年度北海道大学病院脳神経外科専門研修プログラム 

 

プログラムの要旨 

１．本研修プログラムについて 

２．プログラムの概要 

３．学問的姿勢について 

４．到達目標 

５．本研修プログラムを構成する施設群および地域医療の考え方 

６．専攻医の就業環境について 

７. 修了判定 

８. 脳神経外科研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件 

９．専門研修施設とプログラムの認定基準 

10．専門研修プログラム管理委員会・指導医・マニュアル 

11．専門研修プログラムの改善方法、研修に対するサイトビジット 

12．応募方法ならびに専攻医の採用 

  



プログラムの要旨 

 【プログラムの目的】  

脳神経外科医師としての人格の涵養に努め、脳、脊髄、末梢神経のすべての領域において幅

広い臨床能力を習得し、医療の進歩に応じた知識・医療技能を持つ脳神経外科専門医を養成

し、医療の質の向上と地域医療に貢献することを目的としています。また、「国民に安全で

安心な標準的医療を提供できる」とともに「生涯にわたって医学・医療の進歩に貢献できる」 

専門医を育成することを目標とします。 

 

【プログラム責任者】 

宝金 清博（北海道大学脳神経外科学分野教授、北大病院長） 

 【専門研修基幹施設】 

  北海道大学病院  

【専門研修連携施設】13 施設 

秋田県立脳血管研究センター、柏葉脳神経外科病院、釧路労災病院、旭川赤十字病院、

手稲渓仁会病院、札幌麻生脳神経外科病院、苫小牧市立病院、小樽市立病院、岩見沢市

立総合病院、北海道脳神経外科記念病院、函館中央病院、北海道医療センター、KKR

札幌医療センター  

【指導医数】 

46 名 

【募集人数】  

6 名  

【研修期間】 

  平成 30 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 



【本プログラムの特徴】  

☆ 50 年の歴史ある教室とチーフレジデント制度 

☆ 脳神経外科の全分野に専門家を有する 

☆ 全国トップクラスの症例数、学術的発表数 

☆ 豊富で多彩な研修施設、地域医療への貢献 

☆ 最先端の医療の導入、臨床研究の主導 

☆ きわめて高い専門医試験合格率 

 

 

【処遇】  

基幹研修施設  

給与基本給：時間給 1,516 円×勤務日数  

常勤、非常勤の別：非常勤  

勤務時間：8:30～17:00（休憩:12:15-13:00、週 4 勤務）  

社会保険：労働保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険を適用  

宿舎：なし  

専攻医室：なし（主に大学病院カンファレンスルームを使用）  

健康管理：定期健康診断 年１回  

その他：各種健康診断 医師賠償責任保険：個人加入要  

外部の研修活動：学会、研修会等への参加可  

参加費用支給の有無：有  

連携研修施設  

各施設の規定による 

   

【募集要項】 

    北海道大学大学院医学研究院 脳神経外科学 ＜https://neurosurgery-hokudai.jp/＞ま

たは北海道大学病院  ＜http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sotsugo/category/286.html

＞のホームページに最新情報をＵＰしていますので、そちらをご覧下さい。 

  



１．本研修プログラムについて  

【プログラム責任者より】 

北海道大学脳神経外科教室には講座開講以来 50 年間変わらなかったものが三つあ

ります． 

一つ目は “患者第一”という教室の理念です．診療、研究において様々な壁にぶつ

かった際に我々は“患者第一”に立ち返り、どうするかを考えます． 

二つ目は脳、脊髄、末梢神経といった全ての神経系疾患を対象として診療、研究を

しています． 

三つ目は教育のシステムとしてのチーフレジデント制を採用していることです．全

員が研修医で構成される「病棟班」というチームが、チーフレジデントと呼ばれる

リーダーを中心とし研修を行います．プログ

ラム４年～５年目でチーフレジデントとな

り、能力に応じた手術手技の訓練を受けると

同時に病棟班メンバーの指導、意思決定を行

います．専攻医は連携病院と大学病院を周期

的に行き来しますので、病棟班も定期的にメ

ンバー構成が変わります．北大の研修プログ

ラムには 14 の連携施設が登録されており、

2016 年のプログラム全体での手術件数は

4346件（脳腫瘍 398件、脳血管障害 1470件、

外傷 116 件、脊髄 1039 件、他）でした．専

攻医は非常に豊富かつ幅広い疾患（機能外

科、小児奇形、血管内手術等）を経験できま

す．「病棟班」では年齢の近い様々な仲間と

ともに仕事することで切磋琢磨、チーム医療

のあり方も身につきます．このようなサイク

ルを繰り返して目標や到達度を専攻医がお互いに確認しながら、必要な知識と技術

を身につけるようにプログラムは設計されています． 

基幹施設では良質な医療を提供するために様々なカンファランスに充分な時間を

割き、治療方針、手術方法の検討・検証や研究の発表等を行っています．たとえば

毎週行われる総回診では担当患者さんの一週間の様子を報告、問題点を浮き彫りと

し学習のきっかけを提供します．また総回診を通してプレゼンテーションのスキル

も向上させます． 

このように北海道大学脳神経外科教室では、50 年間変わらないチーフレジデント

制度で研修医を教育し、優秀な脳神経外科専門医を輩出しています． 

 



【プログラムの目的】  

脳神経外科の診療領域は国民病とも言える脳卒中（脳血管性障害）や脳神経外傷などの

救急疾患、脳腫瘍に加え、てんかん・パーキンソン病・三叉神経痛・顔面けいれん等の

機能的疾患、小児疾患、脊髄・脊椎・末梢神経疾患などです。脳神経外科専門医の使命

は、これらの予防や診断、救急治療、手術および非手術的治療、あるいはリハビリテー

ションにおいて、総合的かつ専門的知識と診療技術を持ち、必要に応じて他の専門医へ

の転送判断も的確に行うことで、国民の健康・福祉の増進に貢献することです。北海道

大学脳神経外科専門研修プログラムでは、脳神経外科医師としての人格の涵養に努め、 

すべての領域において幅広い臨床能力を習得し、医療の進歩に応じた知識・医療技能を

持つ脳神経外科専門医を養成し、医療の質の向上と地域医療に貢献することを目的と

しています。また、 診療技能のみならず、学会発表や論文作成を通じ、科学者として

の能力を習得 することにより、「国民に安全で安心な標準的医療を提供できる」ととも

に「生涯にわたって医学・医療の進歩に貢献できる」 専門医を育成することを目標と 

します。 

  



 

２．プログラムの概要  

【北海道大学脳神経外科専門研修プログラムの特徴】 

☆ 50 年の歴史ある教室とチーフレジデント制度 

当教室（専門研修基幹施設‐北海道大学病院脳神経外科）は昭和 40 年 （1965 年）に

開設された歴史と伝統ある教室であり、約 50 年間で培われ伝承されてきた知識と経験

をもとに、一人一人の患者に最善の医療を提供する姿勢が脈々と受け継がれています。

北海道大学での研修ではチーフレジデント制というシステムを採用しています。全員

が研修医で構成される「病棟班」というチームを構成し、チーフレジデントと呼ばれる

リーダーを中心とし研修活動を行います。プログラム４年～５年目でチーフレジデン

トとなり能力に応じた手術手技の訓練を受けると同時に病棟班メンバーの指導、意思

決定を行いながら、入退院調整、手術予定の決定、他科とのコラボレーションの調整な

どマネージメント業務の基礎を学びます。指導医はこの活動をサポート、指導を行いま

す。専攻医は連携病院と周期的に行き来しますので病棟班も定期的にメンバー構成が

変わります。指導医だけでなく年齢の近い様々な仲間とともに仕事することで切磋琢

磨、チーム医療のあり方も身につきます。このようなサイクルを繰り返すことで目標や

到達度を専攻医がお互い確認しながら必要な知識と技術を身につけることができるよ

うにカリキュラムが設計されています。 

☆ 脳神経外科の全分野に専門家を有する 

 脳神経外科は、脳、脊髄、末梢神経の急性期治療から慢性期治療まで幅広い領域をカバ

ーしていますが、当教室はすべての領域のスペシャリストを有しており、また、専門研

修連携施設にも各領域のスペシャリストが勤務してお りレベルの高い研修をするこ

とができます。 

☆ 全国トップクラスの症例数、学術的発表数 

 専門研修基幹施設および専門研修連携施設における研修では、外来症例数、手術件数と

もに専門医機構が定める到達目標を大きく超える経験ができます。また脳神経外科学

会総会など多くの国内、国際学会を主催することで日本および世界の脳神経外科学を

リードする研究を行っています。 

☆ 豊富で多彩な研修施設、地域医療への貢献 

 地域の中核病院では一般的な救急疾患を多く経験することができ、幅広い経験と地域

医療への貢献を実践することができます。本プログラムは、研修 終了時には一人前の

脳神経外科医になるよう計画されています。 

☆ 最先端の医療の導入、臨床研究の主導 

 専門研修基幹施設のみならず専門研修連携施設は、北海道の中核病院としての役割を

担っており、いずれの病院でも最先端の医療機器が備わっているため、経験豊富な医師

により最先端の医療を実践できる体制にあります。また世界に先駆けた治療法の開発



にも力を入れており、臨床研究を多く主導しています。 

☆ きわめて高い専門医試験合格率 

脳神経外科専門医試験の合格率は全国平均で約 70％ですが、当教室出身の医師は 

100%に近い合格率を誇っています。 それは、豊富で多彩な症例を多く経験することが

でき、脈々と受け継がれて きた知識と経験が体に染み込んでいること、上級医の丁寧

で優しい指導によるものです。 

 

【基本プログラム】 

専門研修基幹施設である北海道大学病院をはじめとして北海道内で脳神経外科学会の

臨床研修施設の認可を受けている大規模から中規模の専門研修連携施設 13 病院（下

記）を中心に脳神経外科研修を行います。それぞれの特徴を生かして、脳神経外科研修

到達目標や症例経験基準に掲げられた疾患や手術を経験します。 なお専門研修は、基

幹施設及び連携施設において完遂されることを原則とし、関連施設はあくまでも補完

的なものです。プログラムに定められた研修の評価は施設ごとに専攻医、指導医、プロ

グラム責任者で実施し、4 年間の研修修了時にはすべての領域の研修到達目標を達成

します。さらに、4 年間の研修中、学会での発表、論文執筆も行い、科学者としての能

力も習得します。 

 

基幹研修施設 北海道大学病院  

専攻医教育の中核をなし、連携施設における研修補完を得て、専攻医の

到達目標を達成させます。専攻医は基幹施設には最低 6 か月の在籍が

義務付けられています。 

基幹施設は特定機能病院または以下の条件を満たす施設です。 

(1) 年間手術症例数が３００例以上。（昨年手術数 333 ） 

(2) １名の統括責任者と４名以上の専門研修指導医（現 8 名）をおく。 

(3) 他診療科とのカンファレンスを定期的に開催する。 

(4) 臨床研修指定病院であり、倫理委員会を有する。 

連携施設   秋田県立脳血管研究センター、柏葉脳神経外科病院、釧路労災病院、旭

川赤十字病院、手稲渓仁会病院、札幌麻生脳神経外科病院、苫小牧市立

病院、小樽市立病院、岩見沢市立総合病院、北海道脳神経外科記念病院、

函館中央病院、北海道医療センター、KKR 札幌医療センター 

         基幹施設による研修を補完する以下の条件を満たす施設です。 

(1)１名の指導管理責任者（専門研修指導医に認定された診療科長ないし

はこれに準ずる者）と２名以上の専門研修指導医をおいています。た

だし、指導管理責任者と指導医の兼務は可です。症例検討会を開催し、

指導管理責任者は当該施設での指導体制、内容、評価に関し責任を持



ちます。指導管理責任者、専門研修指導医からなる連携施設研修管理

委員会を設置し、専攻医の教育、指導、評価を行うとともに、指導者

間で情報を共有し施設内での改善に努めます。 

(2)連携施設は年次報告の義務と問題点の改善勧告が行われます。 

関連施設：  帯広厚生病院、札幌禎心会病院、網走脳神経外科・リハビリテーション

病院、渓和会江別病院、苫小牧東部脳神経外科病院、道東脳神経外科病

院、石狩こうせい会病院、市立千歳市民病院、北斗病院 

        (1)統括責任者が、基幹施設および連携施設だけでは特定の研修が不十分

と判断した場合、或いは地域医療の不足部分を補完するためにその責

任において指定します。 

(2)関連施設の要件は特に定めていませんが、関連施設での研修は原則と

して通算１年を超えないものとします。 

  

 

最初の半年 

専門領域への導入として、北大病院で研修を開始し、基礎的知識や診療技術をチーフレ

ジデント（6 年目）の指導の下、徹底的にトレーニングします（病棟班といいます）。

初期臨床研修に引き続いて同じ施設で研修を開始したい場合には、適宜希望に添える



よう調整します。また入局の人数が多い場合には最初に、連携施設でのトレーニングを

先行する場合もあります。 

その後の 1 年間 

半年間の基礎的トレーニングが終わると、多くは 1 年間、連携施設（外病院といいま

す）において、実践的実地診療を開始します。連携施設は複数の脳神経外科指導医のも

と、本格的な手術の執刀などを経験します。どの外病院でトレーニングを受けるかは、

全ての研修医が集まる研修医医師会にて決定します。 

2 回目の病棟班 

1 年間脳神経外科医としての基礎的なトレーニングを終了し、ある程度の臨床スキル・

経験を得た段階で、再び病棟班として大学にて半年間の研修を積みます。この際には、

北海道中から集まる高難易度症例（巨大頭蓋底髄膜腫、巨大脳動脈瘤、小児先天奇形、

抗がん剤治療など）を経験し、また脳神経外科研修を始めたばかりの 3 年目の指導も

同時に行います。また大学教員（スタッフ）の指導の下、学会発表・論文作成なども行

い、アカデミックトレーニングを積みます。 

2 回目の外病院 

半年間の病棟班の後、再び連携施設にて本格的な手術トレーニングを行います。クリッ

ピングやバイパス手術なども経験する機会が増え、多くの先生が初めて連携施設に出

たときに比べ自分の成長を直に感じることが出来ると言われています。初めて全国学

会で発表する機会もこの頃に来る人が多いです。 

サブチーフ・チーフレジデント 

1 年間の手術トレーニングの後、病棟班サブチーフとして、チーフを支えながら大学病

院での膨大な手術を経験し、その後、チーフレジデントを任されます。チーフレジデン

トは大学病院で行われる全ての手術・病棟業務を管理・運営し、高難易度手術も執刀か

ら個々人の出来るところまでスタッフの指導の下経験していきます。半年間のチーフ

レジデントの間だけでも 150 例近い高難易度手術を経験することになります。それに

合わせ、病棟班の指導や学会発表、他科との調整など担当する業務は膨大なもので、ま

さに寝る時間もないほど忙しく充実したものになります。チーフ修了式は全ての大学

スタッフ・看護師等で盛大にその修了をお祝いするのも古くからの伝統です。その後の

大学院研究・留学・サブスペシャリティー専門医の資格取得などの相談も受けます。 

 

【大学院・留学プラン】  

大学院入学を希望する専攻医は、大学院で学ぶことができます。若い時期に深く専門性

を科学的に掘り下げて研究することはその後の医師人生に非常に役立ちます。原則と

して「基本プログラム」における 3 年目課程終了後から大学院入学は可能です。ただ

し、大学院入学にあたっては各院の入学考査に合格する必要があり、学費は自己負担で

す。学会規定により、大学院通学中にも一定量の臨床に携わる場合には、研修期間とし



てカウントされます。臨床から完全に離れて大学院で学ぶ場合には、研修休止の扱いと

なり、プログラム復帰時は休止時点から再開となります。留学に関しては、当教室では

国内および海外留学いずれも可能です。基本期間は 2 年で、その期間は研修プログラ

ムは中断の扱いとなります。ただし、学会規定により一定量の臨床に携わっている場合

には研修期間としてカウントさ れます。また、留学時期や行先は相談して決めます。

プログラム中断と復帰に関する詳細は「９．専門研修の休止・中断、プログラム移動、

プログラム外研修の条件」を参照して下さい。 



３．学問的姿勢について  

優れた医療を提供する医師であるためには、医学・医療の進歩に遅れることなく、常に

研鑽、自己学習することが求められます。日常的診療から浮かび上がるクリニカルクエ

スチョンを自らの日々の学習により解決する姿勢、そして、今日のエビデンスでは解決

し得ない問題について科学・倫理・社会的側面など多方面から検討するとともに、新た

なエビデンスを創出する臨床研究に自ら参加、もしくは企画することで解決しようと

する姿勢を身につけるようにしてください。学会に積極的に参加し、専門研修指導医の

指導を受けながら、基礎的あるいは臨床的研究成果を発表し、得られた成果は論文とし

て発表して、公に広めると共に批評を受ける姿勢を身につけてください。専攻医は北海

道大学病院脳神経外科専門研修プログラムにおいて、研修を受ける権利を有すると同

時に社会に必要とされる適切な脳神経外科医としてふるまう義務を要します。 

  



 

４．到達目標  

医師としてのプロ意識を持ち、全人的な医療を行うとともに社会的な視点もあわせて

持ち、リーダーとして医療チームを牽引していく能力を身につけると ともに以下に記

載された脳神経外科領域の外科的・内科的な知識を習得します。 

具体的な到達目標に関しては日本脳神経外科学会が定める専門医試験受験資格症例経

験目標（下記）に基づき、当プログラムではさらに下記にあるような目標を設定し遂行

しています。 

研修の評価は、プログラム責任者、指導管理責任者（関連研修施設）、指導医、 専攻医、

専門研修管理委員会（基幹研修施設）が行います。  

・専攻医は指導医および研修プログラムの評価を行い、4：とても良い、3： 良い、2：

普通、1：これでは困る、0：経験していない、評価できない、わからない、で評価し

ます。 

・指導医は専攻医の実績を研修到達目標にてらして、4：とても良い、3：良 い、2：普

通、1：これでは困る、0：経験していない、評価できない、わからない、で評価しま

す。  

・研修管理委員会（プログラム責任者と指導管理責任者）、および横断的な専門研修管

理委員会で内部評価を行います。  

・日本脳神経外科学会専門医制度委員会の外部評価を受け、必要に応じてプログラムの

改訂を行います。 

 

臨床現場での学習  

臨床現場における日々の診療が最も大切な研修であり専門研修指導医の元で行います。  

１）診療科におけるカンファレンスおよび関連診療科との合同カンファレンスを通

して病態と診断過程を深く理解し、治療計画作成の理論を学ぶ。  

２）抄読会や勉強会を実施し、インターネットによる情報検索の指導を行う。  

３）hands-on-training として積極的に手術の助手を経験する。その際に術前のイメ

ージトレーニングと術後の詳細な手術記録を実行する。  

４）実際に術者として行った個々の手術記録を詳細・正確に記載し専門研修指導医の

評価を受ける。週 1 回行われる診療科におけるカンファレンスに て術前および手

術症例の発表を行い評価・指導を受ける。  

５）主治医として治療した経験症例を症例記録簿に登録し、研修の記録を残 し、未

経験の症例がないよう専門研修指導医、プログラム統括責任者は 調整する。 ＊ス

ケジュールについては研修カリキュラムを参照して下さい。  

臨床現場を離れた学習 

 １）北海道大学病院卒後臨床研修センターに設置されたスキルスラボでのシミュレ



ーション教育に加え、手術手技をトレーニングする設備や教育ビデオなどで学

習する（血管内治療ハンズオン、バイパスセミナー、神経内視鏡ハンズオンなど）。  

２）北海道大学に新たに設置される予定のカダバーダイセクションセンターでスキ

ルを磨くとともに、脳神経外科学教室に常設されているトレーニング設備を用

いてマイクロサージャリーに必要なスキルを取得する。 

３）日本脳神経外科学会総会、専門医講習会、関連学会でのセミナー、講習会への参

加、国際学会への参加を通して国内外の標準的治療および先進的・研究的治療を

学習する。さらに、専門研修委員会認定の医療倫理に関する講習会、医療安全セ

ミナーやリスクマネージメント研修会、感染対策に関する講習会に参加し、研修

記録簿に登録する。 

 

個々の手術経験：術者として経験する。 

 

北大プログラムが独自に指定する術者経験の目標値 

 基準症例数 研修年度 

  １ ２ ３ ４ 

脳神経外科学会が指定する術者経験      

穿頭術ないし脳室ドレナージ 10     

シャント手術 10     

開頭・閉頭手技 10     

      

北大プログラムが独自に指定する術者経験      

血栓回収療法 5     

頭部外傷の開頭手術 5     

血腫除去術（顕微鏡・内視鏡） 5     

椎弓切除および形成術 5     

脳動脈瘤クリッピング・コイリング 5     

脳腫瘍摘出術 5     

頭蓋内外バイパス術・CEA 5     



 

  



５．本研修プログラムを構成する施設群および地域医療の考え方  

本研修プログラムでは北海道大学脳神経外科を専門研修基幹施設とし、地域の専門研

修連携施設とともに病院施設群を構成してします。専攻医はこれらの施設群をローテ

ートすることにより、多彩で偏りのない充実した研修を行うことが可能となります。こ

れは専攻医が専門医取得に必要な経験を積むことに大変有効です。大学病院だけの研

修では稀な疾患や治療困難例が中心となり common diseases の経験が不十分となり

ます。この点、地域の連携病院では多彩な症例を多数経験することで医師としての基本

的な力を獲得します。しかし、医師としての基礎となる課題探索能力や課題解決能力は

一つ一つの症例について深く考え、広く論文収集、文献検索を行い、症例報告や論文と

してまとめることで身についていきます。このような理由から施設群で研修を行うこ

とが非常に大切です。本プログラムでは指導内容や経験症例数が公平になるように十

分に配慮します。 施設群における研修の順序、期間等については、個々の専攻医の希

望と研修進捗状況、各病院の状況、地域の医療体制を勘案して、北海道大学脳神経外科

専門研修プログラム管理委員会が決定します。13 地域の連携病院では責任を持って多

くの症例の診療にあたる機会を経験することができます。地域医療における病診・病病

連携、地域包括ケアなどの意義について学ぶことができます。 

 

基幹研修施設  

北海道大学病院 プログラム責任者：宝金清博（教授）  

指導管理責任者：寺坂俊介（准教授、診療教授）  

 

関連研修施設  

秋田県立脳血管研究センター 

指導管理責任者：石川達也 

⇒脳血管疾患の手術数が豊富、救急疾患も豊富 

柏葉脳神経外科病院 

指導管理責任者：金子貞夫 

⇒脳血管疾患の手術数が豊富、救急疾患も豊富 

釧路労災病院 

指導管理責任者：磯部正則 

⇒道東の中核病院、特に脳血管疾患・脊髄の手術数が豊富 

旭川赤十字病院 

指導管理責任者：瀧澤克巳 

⇒上川の中核病院、特に脳血管疾患手術数が日本有数 

手稲渓仁会病院 

指導管理責任者：浅岡克行 



⇒札幌北部の中核病院、脳腫瘍・頭部外傷の手術数が豊富 

札幌麻生脳神経外科病院 

指導管理責任者：飛騨一利 

⇒脊髄疾患の手術数が豊富 

苫小牧市立病院 

指導管理責任者：能條建 

⇒苫小牧の中核病院、脳神経外科全般を経験できる 

小樽市立病院 

指導管理責任者：新谷好正 

⇒後志の中核病院、脳神経外科全般を経験できる 

岩見沢市立総合病院 

指導管理責任者：小濱好彦 

⇒空知の中核病院、脳神経外科全般を経験できる 

北海道脳神経外科記念病院 

指導管理責任者：小柳泉 

⇒脊髄疾患の手術数が豊富 

函館中央病院 

指導管理責任者：竹田誠 

⇒函館の中核病院、脳神経外科全般を経験できる 

北海道医療センター 

指導管理責任者：牛越聡 

⇒脳血管内治療疾患が豊富 

KKR 札幌医療センター 

指導管理責任者：加藤正仁 

⇒札幌中央区の中核病院。脳神経外科全般を経験できる 

  



 

基幹施設での週間スケジュール  
 

月 火 水 木 金 土 日 

7：30 脳腫瘍モーニング 

ミーティング 

回診 

症例検討 

回診 

症例検討 

回診 

症例検討 

回診 

症例検討 

休み 8 回診 

＋症例カンファ 

自主学習 カンファ 小児脳腫瘍

キャンサー

ボード 

自主学習 

9 

手

術 

病棟 アンギオ 

病棟 血

管

内

手

術 

手

術 

病棟 

手

術 

病

棟 

 

10 

 

11 

12 

13 
 

 

14 

血管障害

グループ 

カンファ 

病

棟 

手 術

検 討

会 

自

己

学

習 

15  

16 放射線 

カンファレンス 

17 

 

総回診 

      

18 途中休憩時間あり 

  

 

  



６．専攻医の就業環境について  

専門研修基幹施設、専門研修連携施設それぞれの勤務条件に準じますが、以 下の項目に

ついての配慮がなされていることに対して研修施設の管理者とプログラム統括責任者が

責務を負うこととします。  

１）専攻医の心身における健康が維持されている。  

２）週の勤務時間の基本が遵守されている。  

３）当直業務と夜間診療業務の区別、それぞれに対応した適切な対価が支払われている。 

４）適切な休養について明示されている。  

５）有給休暇取得時などのバックアップ体制が整備されている。 

 

７．修了判定  

4 年間の研修期間における年次毎の評価表および 4 年間の実地経験目録にもとづいて、

知識・技能・態度が専門医試験を受けるのにふさわしいものであるかどうか、症例経験数

が日本専門医機構の脳神経外科領域研修委員会が要求する内容を満たしているものであ

るかどうかを、専門医認定申請年(4 年目ある いはそれ以後)の 3 月末に研修プログラム

統括責任者または専門研修連携施設担当者が研修プログラム管理委員会において評価し、

研修プログラム統括責任者が修了の判定をします。 

 

専攻医が修了判定に向けて行うべきこと 

 【修了判定のプロセス】  

専攻医は終了判定書を専門医認定申請年の 4 月末までに専門研修プログラ ム管理委

員会に送付します。専門研修プログラム管理委員会は修了要件が満たされていること

を確認し、5 月末までに修了判定を行い、研修証明書を専攻医に送付します。専攻医は

日本専門医機構の脳神経外科専門医委員会に専門医認定試験受験の申請を行います。 

また、他職種評価として病棟の看護師長など少なくとも医師以外のメディカ ルスタッ

フ１名以上からの評価も受けるようにします。 

  



８．脳神経外科研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件 

 専攻医は原則、脳神経外科領域専門研修カリキュラムに沿って専門研修基幹施設や専門研

修連携施設にて 4 年以上の研修期間内に経験症例数と経験執刀数をすべて満たさなけれ

ばなりません。  

１）専門研修の休止  

ア）休止の理由  

専門研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児、その他正当な理由

（専門研修プログラムで定められた年次休暇を含む）とします。  

イ）必要履修期間等についての基準 

研修期間（4 年間）を通じた休止期間の上限は 90 日（研修施設において 定める休日

は含めない）とします。  

ウ）休止期間の上限を超える場合の取扱い 

 専門研修期間終了時に当該専攻医の研修の休止期間が 90 日を超える場合には未修了

とします。この場合、原則として引き続き同一の専門研修プログラムで研修を行い、90

日を超えた日数分以上の日数の研修を行うことが必要です。  

また、症例経験基準、手術経験基準を満たしていない場合にも、未修了として取扱い、原

則として引き続き同一の研修プログラムで当該専攻医の研修を行い、不足する経験基準

以上の研修を行うことが必要です。  

２）専門研修の中断 

 専門研修の中断とは、専門研修プログラムに定められた研修期間の途中で専門研修を中

止することをいうものであり、原則として専門研修プログラムを変更して専門研修を再

開することを前提としたものです。履修期間の指導、診療 実績を証明する文書の提出を

条件とし、プログラム統括責任者の理由書を添えて、日本専門医機構に提出、当該領域で

の審査を受け、認められれば、研修期間にカウントできます。  

３）プログラムの移動 

 同一領域（脳神経外科領域）内での移動：同一プログラム内での専門研修継続が困難と

なった場合、専攻医からの申し出があり、日本専門医機構での審査を受け認可された場

合は、脳神経外科領域の他の研修プログラムに移動できます。  

他領域への移動：新しく希望領域での専門研修プログラムに申請し、専門研修を新たに

開始します。  

４）プログラム外研修の条件  

留学、診療実績のない大学院の期間は研修期間にカウントできません。その期間につい

ては休止の扱いとします。同一領域（脳神経外科領域）での留学、大学院で、診療実績

のあるものについては、その指導、診療実績を証明する文書の提出を条件とし、プログ

ラム責任者の理由書を添えて、日本専門医機構に提出、当該領域での審査を受け、認め

られれば、研修期間にカウントできます。 



９．専門研修施設とプログラムの認定基準  

【専門研修基幹施設】  

北海道大学病院脳神経外科は以下の専門研修基幹施設認定基準を満たしてい ます。  

１）初期臨床研修の基幹型臨床研修病院の指定基準を満たす病院であること。  

２）プログラム統括責任者 1 名と専門研修指導医 4 名以上が配置されていること。ただ

し、プログラム統括責任者と専門研修指導医の兼務は可とする。  

３）原則として年間手術症例数が 200 件以上あること。  

４）他の診療科とのカンファレンスが定期的に行われていること。  

５）専門研修プログラムの企画、立案、実行を行い、専攻医の指導に責任を負えること。  

６）専門研修連携施設を指導し、研修プログラムに従った研修を行うこと。  

７）臨床研究・基礎研究を実施し、公表した実績が一定数以上あること。  

８）施設として医療安全管理、医療倫理管理、労務管理を行う部門を持つこと。  

９）施設実地調査（サイトビジット）による評価に対応できる体制を備えて いること。  

 

【専門研修連携施設】  

北海道大学病院脳神経外科専門研修プログラムの施設群を構成する専門研修連携施設

は以下の条件を満たし、かつ、当該施設の専門性および地域性から専門研修基幹施設が

作成した専門研修プログラムに必要とされる施設です。  

１）専門性および地域性から当該研修プログラムで必要とされる施設であること。  

２）専門研修基幹施設が定めた研修プログラムに協力して、専攻医に専門研修を提供す

ること。  

３）指導管理責任者(専門研修指導医の資格を持った診療科長ないしはこれに準ずる者）

1 名と専門研修指導医 1 名以上が配置されていること。ただし、 専門研修指導管

理責任者と専門研修指導医の兼務は可とする。  

４）症例検討会を行っている。  

５）指導管理責任者は当該研修施設での指導体制、内容、評価に関し責任を負う。  

６）地域医療を研修する場合には３カ月を限度として、専門医が常勤する 1 施設に限

って病院群に参加することができる。  

 

【専門研修施設群の構成要件】  

北海道大学病院脳神経外科専門研修プログラムの専門研修施設群は、専門研修 基幹

施設と専門研修連携施設が効果的に協力して一貫した指導を行うために以下の体制

を整えています。  

１）専門研修が適切に実施・管理できる体制である。  

２）専門研修施設は一定以上の診療実績と専門研修指導医を有する。  

３）研修到達目標を達成するために専門研修基幹施設と専門研修連携施設ですべて



の専門研修項目をカバーできる。  

４）専門研修基幹施設と専門研修連携施設の地理的分布に関しては、地域性 も考慮

し、都市圏に集中することなく地域全体に分布し、地域医療を積極 的に行って

いる施設を含む。  

５）専門研修基幹施設や専門研修連携施設に委員会組織を置き、専攻医に関 する情

報を最低６カ月に一度共有する。  

 

【専門研修施設群の地理的範囲】  

北海道大学病院脳神経外科専門研修プログラムの専門研修施設群は北海道およ

び東北地方内であり、研修施設群は地域の中核病院からなります。 

 【専攻医受入数についての基準】  

各専攻医指導施設における専攻医受け入れ人数は専門研修指導医数、診療実績 

をもとにして決定します。  

１）専攻医受入は、専門研修指導医の数、専門研修基幹施設や専門研修連携 施設

の症例数、専攻医の経験症例数および経験執刀数が十分に確保されていなけ

れば、専門研修を行うことは不可能であるため、専門研修基幹施設や専門研

修連携施設の症例数、専攻医の経験症例数および経験執刀数から専攻医受入

数を算定する。  

２）専門研修指導医の数からの専攻医受入の上限については学年全体（4 年 間）

で指導医１人に対し、専攻医３人を超えない。  

３）専攻医の地域偏在が起こらないよう配慮する。  

＊この基準にもとづき毎年 10 名程度を受入数とします。  

 

【診療実績基準】 

 基幹施設と連携施設の合計で原則として以下の手術症例数を有する。 

ア 年間５００例以上（昨年手術実数 4346 ） 

イ 腫瘍（開頭、経鼻、定位生検を含む）５０例以上（昨年手術実数 398） 

ウ 血管障害（開頭術、血管内手術を含む）１００例以上（昨年手術実数 1470 ） 

エ 頭部外傷の開頭術（穿頭術を除く）２０例以上（昨年手術実数 116 ） 

なお、法令や規定を遵守できない施設、サイトビジットにてのプログラム評 価

に対して、改善が行われない施設は認定から除外されます。 

  



１０．専門研修プログラム管理委員会・指導医・マニュアル 

専門研修基幹施設に研修プログラム管理委員会を置きます。  

専門研修プログラム管理委員会は、プログラム統括責任者、専門研修連携施設担当者、専

攻医、外部委員、他職種からの委員で構成され、専攻医および専 門研修プログラム全般

の管理と、専門研修プログラムの継続的改良を行います。 プログラム管理委員会は以下

の役割と権限を持つこととします。  

１）専門研修プログラムの作成を行う。  

２）専門研修基幹施設、専門研修連携施設において、専攻医が予定された十分な手術経験

と学習機会が得られているかについて評価し、個別に対応法を検討する。  

３）適切な評価の保証をプログラム統括責任者、専門研修連携施設担当者とともに行う。 

４）修了判定の評価を委員会で行う。  

本委員会は年１回の研修到達目標の評価を目的とした定例管理委員会に加え、研修施設

の管理者やプログラム統括責任者が研修に支障を来す事案や支障をきたしている専攻医

の存在などが生じた場合、必要に応じて適宜開催します。 

 

指導医のフィードバック法の学習 

指導医は日本脳神経外科学会が開催する専門研修指導医講習会に参加して、フィードバ

ック方法を学習し、各研修プログラムの内容に反映させます。専門研修指導医は専門研修

委員会で認定された専門研修指導医講習会に参加し、その参加記録を保存します。指導医

講習会の受講は、指導医認定や更新のために必須です。 

 

【プログラム統括責任者の基準、および役割と権限】 

  １）プログラム統括責任者は専門研修指導医としての資格を持ち、専門研修基 幹施設

当該診療科の責任者あるいはそれに準ずる者である。  

２）医学教育にたずさわる経歴を有し、臨床研修プログラム作成に関する講習会を修了

していることが望ましい。  

３）専攻医のメンタルヘルス、メンター等に関する学習経験があることが望ましい。  

４）その資格はプログラム更新ごとに審査される。  

５）役割はプログラムの作成、運営、管理である。  

 

【専門研修連携施設での委員会組織】  

１）専門研修連携施設の指導責任者は専門研修基幹施設のプログラム管理委員会のメ

ンバーであると同時に、専門研修連携施設における指導体制を構築する。  

２）専門研修連携施設で専門研修にあたっている専攻医の研修実績ならびに専門研修

の環境整備について 6 カ月評価を行う。  

３）研修が順調に進まないなどの課題が生じた場合にはプログラム管理委員会に提言



し、対策を考える。  

 

【専門研修指導医の基準】  

専門研修指導医は以下の要件を満たす者とします。専門研修指導医は専攻医を 育成す

る役割を担います。  

１）専門医の更新を１回以上行った者。ただし領域専門医制度委員会にて同等の臨床

経験があると認めた者を含める。  

２）年間 30 例以上の手術に指導者、術者、助手として関与している者。  

３）２編以上の学術論文（筆頭著者）を執筆し、５回以上の学会発表（脳神経外科総

会・学術講演会、脳神経外科専門医講習会、関連する学会、関連する研究会、 ブ

ロック講習会、地方部会学術講演会）を行った者。  

４）専門研修委員会の認定する専門研修指導医講習会を受けた者。  

専門研修指導医資格の更新は、診療・研修実績を確認し５年ごとに行う。  

 

【専門研修実績記録システム、マニュアル等について】  

【研修実績および評価の記録】  

専攻医の研修実績と評価を記録し保管するシステムは脳神経外科専門研修委員会の研

修記録簿（エクセル形式）を用います。専門研修プログラムに登録されている専攻医

の各領域における手術症例蓄積および技能習得は定 期的に開催される専門研修プロ

グラム管理委員会で更新蓄積されます。専門研修委員会ではすべての専門研修プログ

ラム登録者の研修実績と評価を蓄積します。 プログラム運用マニュアルは以下の専攻

医研修マニュアルと指導者マニュアル を用います。 

・専攻医研修マニュアル  

別紙「専攻医研修マニュアル」参照。 

・指導者マニュアル  

別紙「指導医マニュアル」参照。 

・研修記録簿  

研修記録簿に研修実績を記録し、一定の経験を積むごとに専攻医自身が形成的評

価を行い記録します。少なくとも 6 カ月に 1 回は形成的評価により、自己評価を

行います。  

・指導医による指導とフィードバックの記録  

専攻医に対する指導内容は、統一された専門研修記録簿（エクセル方式）に 時系

列で記載して、専攻医と情報を共有するとともに、プログラム統括責任者 および

プログラム管理委員会で定期的に評価し、改善を行います。  

１）専門研修指導医は 6 カ月ごとに評価する。  

２）プログラム統括責任者は６カ月ごとに評価する。  



１1．専門研修プログラムの改善方法、研修に対するサイトビジット  

本プログラムでは専攻医からのフィードバックを重視して研修プログラムの改善を行う

こととしています。  

１）研修プログラム管理委員会の設置 

プログラム責任者（基幹施設長）、連携施設長から構成される研修プログラム管理

委員会を設け、プログラムの管理運営にあたります。研修プログラム管理委員会は

専攻医の専門研修について随時管理し、達成内容に応じた適切な施設間の異動を図

ります。また、各研修施設における指導体制、内容が適切かどうか検討を行い、指

導者、専攻医の意見をもとに継続的にプログラム改善を行います。また、各連携施

設においては施設長、指導医から構成される連携施設研修管理委員会を設置し施設

での研修について管理運営を行います。 

２）専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価  

専攻医は、年次毎に指導医、専攻医指導施設、専門研修プログラムに対する評価を行い

ます。 また、指導医も専攻医指導施設、専門研修プログラムに対する評価を行います。

専攻医や指導医等からの評価は、研修プログラム管理委員会に提出され、研修プログラ

ム管理委員会は研修プログラムの改善に役立てていきます。このようなフィードバッ

クによって専門研修プログラムをより良いものに改善していきます。 専門研修プログ

ラム管理委員会は必要と判断した場合、専攻医指導施設の実地調査および指導を行い

ます。評価にもとづいて何をどのように改善したかを記録し、毎年 3 月 31 日までに

日本専門医機構の脳神経外科専門研修委員会に報告します。 

３）研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

 専門研修プログラムに対して日本専門医機構からサイトビジット（現地調査） が行わ

れます。その評価にもとづいて専門研修プログラム管理委員会で研修プ ログラムの改

良を行っていきます。専門研修プログラム更新の際には、サイトビジットによる評価の

結果と改良の方策について日本専門医機構の脳神経外科研修委員会に報告します。 

  



 

12. 応募方法ならびに専攻医の採用  

北海道大学大学院医学研究院 脳神経外科学教室 ＜https://neurosurgery-hokudai.jp/＞、ま

たは北海道大学病院  ＜http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sotsugo/category/286.html＞の 

ホームページに最新情報をＵＰしていますので、そちらをご覧下さい。 


