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１．放射線科領域専門研修の教育方針                     整備指針 1,2,3 

 実臨床における放射線科の役割は、超音波検査、X線撮影や CT、核磁気共鳴検査（MRI）および

核医学検査などを利用する画像診断、画像診断を応用した低侵襲性治療（インターベンショナルラ

ジオロジー：IVR）、および放射線を使用して種々の疾患の放射線治療を行うことにあります。 

 放射線科領域専門制度では、放射線診断専門医または放射線治療専門医の育成の前段階とし

て、放射線診断専門医および放射線治療専門医のいずれにも求められる放射線科全般に及ぶ知

識と経験を一定レベル以上に有する「放射線科専門医」を育成することを目的としています。 

 放射線科専門医の使命は、放射線科領域の専門医として、放射線診療・放射線医学の向上発展

に資し、医療および保健衛生を向上させ、かつ放射線を安全に管理し、放射線に関する専門家とし

て社会に対して適切に対応し、もって国民の福祉に寄与することにあります。 

 放射線科専門研修プログラム整備基準では、放射線科専門医制度の理念のもと、放射線科専門

医としての使命を果たす人材育成を目的として専門研修の経験目標を定めています。本研修プログ

ラムでは、研修施設群内における実地診療によって専門研修の経験目標を十分に達成できる研修

体制の構築に努めていますが、実地診療のみでは経験が不足する一部の研修については、日本専

門医機構が認める講習会（ハンズオン・トレーニング等）及び e-learning の活用等によって、その研

修を補完します。 

 2017 年度横浜市立大学放射線科専門研修プログラムは上記の整備基準に従い、放射線科領域

における幅広い知識、錬磨された技能と高い倫理性を備え、コミュニケーション能力とプロフェッショ

ナリズムを備えた放射線科専門医をめざし、放射線科専攻医（以下、専攻医）を教育します。 

 

 

２．研修体制 

 本プログラムは、横浜市立大学附属病院を専門研修基幹施設として、横浜市立大学附属市民総

合医療センター、横浜市立市民病院、横浜労災病院、湘南鎌倉総合病院、神奈川県立がんセンタ

ー、神奈川県立こども医療センター、神奈川県立循環器呼吸器病センター、横浜市立脳卒中・神経

脊椎センター、小田原市立病院、茅ヶ崎市立病院、済生会横浜市南部病院、横浜南共済病院、横

須賀共済病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、藤沢市保健医療

センター、ゆうあいクリニックを専門研修連携施設として、横浜医療センター、神奈川県立足柄上病

院、横浜保土ヶ谷中央病院、長津田厚生総合病院、横須賀うわまち病院、さいたまセントラルクリニ

ック、神奈川県予防医学協会を専門研修協力施設として加えた専門研修施設群を統括する専門研

修プログラムです。 

 なお、専門研修基幹施設は日本医学放射線学会認定総合修練機関、専門研修連携施設は日本

医学放射線学会認定総合修機関または修練機関または特殊修練機関としてそれぞれ認定されて

います。また、専門研修協力施設は専門研修基幹施設である横浜市立大学附属病院放射線科の

責任のもとで専門研修を委嘱した施設です。 



１） 専門研修施設群 

● 専門研修基幹施設：横浜市立大学附属病院放射線科             整備指針 30 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム統括責任者（指導医）：金田 朋洋（准教授） 

    専門研修指導医：川野 剛 

    専門研修指導医：米山 智啓 

    専門研修指導医：吉田 啓介 

    専門研修指導医：日野 彩子 

    専門研修指導医：幡多 政治 

    専門研修指導医：小池 泉 

    専門研修指導医：糟谷 健夫 

    専門研修指導医：海津 久 

(1) 専門研修連携施設：横浜市立大学附属市民総合医療センター放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：竹林 茂生（放射線部長） 

    専門研修指導医：荻野伊知朗 

    専門研修指導医：関川 善二郎 

    専門研修指導医：西井 俊晶 

    専門研修指導医：鈴木 涼子 

(2) 専門研修連携施設：横浜市民病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：勝俣 康史（放射線診断科部長） 

    専門研修指導医：大越 隆文 

    専門研修指導医：小池 繁臣 

    専門研修指導医：小田切 一将 

(3) 専門研修連携施設：横浜労災病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：守屋 信和（放射線診断科部長） 

    専門研修指導医：松井 青史 

    専門研修指導医：小池 祐哉 

    専門研修指導医：松井 とにか 

(4) 専門研修連携施設：湘南鎌倉総合病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：大村 素子（放射線腫瘍科部長） 

    専門研修指導医：李 進 



    専門研修指導医：築山 俊毅 

    専門研修指導医：松井 謙吾 

    専門研修指導医：高瀬 浩一郎 

    専門研修指導医：田山 由美子 

(5) 専門研修連携施設：神奈川県立がんセンター放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者：大川 眞美（企画調査室主任主事） 

    専門研修指導医：吉田 哲雄 

    専門研修指導医：堀川 歩 

    専門研修指導医：永田 延江 

    専門研修指導医：平井 千裕 

    専門研修指導医：中山 優子 

    専門研修指導医：野中 哲生 

    専門研修指導医：野宮 琢磨 

    専門研修指導医：溝口 信貴 

    専門研修指導医：萩原 靖倫 

(6) 専門研修連携施設：神奈川県立こども医療センター放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：相田 典子（放射線科部長） 

    専門研修指導医：野澤 久美子 

(7) 専門研修連携施設：神奈川県立循環器呼吸器病センター放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：岩澤 多恵（放射線科部長） 

(8) 専門研修連携施設：横浜市立脳卒中・神経脊椎センター放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：鳥越 総一郎（放射線科部長） 

(9) 専門研修連携施設：小田原市立病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：山田 和彦（放射線科主任部長） 

    専門研修指導医：雑賀 一美 

(10) 専門研修連携施設：茅ヶ崎市立病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：栗原 須生美（放射線科副科部長） 

(11) 専門研修連携施設：済生会横浜市南部病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 



    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：安藤 和夫（放射線科主任部長） 

    専門研修指導医：久保田 昭彦 

    専門研修指導医：齋藤 公彦 

    専門研修指導医：阿部 礼 

(12) 専門研修連携施設：横浜南共済病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：池上 匡（放射線科部長） 

    専門研修指導医：金野 義紀 

    専門研修指導医：萩原 浩明 

    専門研修指導医：田山 芳史 

(13) 専門研修連携施設：横須賀共済病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：吉儀 淳（放射線科部長） 

    専門研修指導医：能谷 雅文 

    専門研修指導医:小山 新吾 

    専門研修指導医:辻 厳吾 

    専門研修指導医:池田 新 

    専門研修指導医：神山 和俊 

(14) 専門研修連携施設：国立がん研究センター中央病院放射線科 

    日本医学放射線学会認定総合修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：伊丹 純（放射線治療科長） 

    専門研修指導医：荒井 保明 

    専門研修指導医：飯沼 元 

    専門研修指導医：曽根 美雪 

    専門研修指導医：内山 菜智子 

    専門研修指導医：栗原 宏明 

    専門研修指導医：渡辺 裕一 

    専門研修指導医：町田 稔 

    専門研修指導医：菊地 真理 

    専門研修指導医：眞鍋 知子 

    専門研修指導医：三宅 基隆 

    専門研修指導医：菅原 俊祐 

    専門研修指導医：小林 秀章 

    専門研修指導医：冨田 晃司 

    専門研修指導医：伊藤 芳紀 



    専門研修指導医：井垣 浩 

    専門研修指導医：村上 直也 

    専門研修指導医：稲葉 浩二 

    専門研修指導医：高橋 加奈 

    専門研修指導医：梅澤 玲 

(15) 専門研修連携施設：国立がん研究センター東病院放射線科 

日本医学放射線学会認定総合修練機関 

専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：楠本 昌彦（放射線診断科長） 

専門研修指導医：秋元 哲夫 

専門研修指導医：藤井 博史 

専門研修指導医：岩田 良子 

専門研修指導医：小林 達司 

専門研修指導医：中村 真樹 

専門研修指導医：小野澤 正勝 

専門研修指導医：戸嶋 雅道 

専門研修指導医：荒平 聡子 

専門研修指導医：中神 佳宏 

専門研修指導医：茂木 厚 

専門研修指導医：島田 薫 

専門研修指導医：全田 貞幹 

(16) 専門研修連携施設：藤沢市保健医療センター 

    日本医学放射線学会特殊認定修練機関 

    専門研修協力施設担当者（指導医）：長嶋 敏幸（医療事業部長） 

(17) 専門研修連携施設：ゆうあいクリニック 

    日本医学放射線学会特殊認定修練機関 

    専門研修プログラム連携施設担当者（指導医）：小澤 幸彦（院長） 

    専門研修指導医：中森 昭敏 

    専門研修指導医：川本 雅美 

(18) 専門研修協力施設：横浜医療センター放射線科 

    専門研修プログラム協力施設担当者（指導医）：椎名 丈城（放射線医長） 

    専門研修指導医：横山 久朗 

    専門研修指導医：杉山 正人 

(19) 専門研修協力施設：神奈川県立足柄上病院放射線科 

    専門研修プログラム協力施設担当者：北川 藍（放射線技師） 

    専門研修指導医：寺内 幹 



(20) 専門研修協力施設：横浜保土ヶ谷中央病院放射線科 

    専門研修プログラム協力施設担当者（指導医）：舘野 円（放射線科部長） 

    専門研修指導医：関水 毅 

(21) 専門研修協力施設：長津田厚生総合病院放射線科 

    専門研修プログラム協力施設担当者（指導医）：原 崇子（放射線科） 

(22) 専門研修協力施設：横須賀うわまち病院放射線科 

    専門研修プログラム協力施設担当者：廣川 幸雄（総務課課長補佐）  

    専門研修指導医：平野 暁 

    専門研修指導医：大泉 幸雄 

(23) 専門研修協力施設：さいたまセントラルクリニック 

    専門研修プログラム協力施設担当者（指導医）：雫石 一也（院長） 

    専門研修指導医：柴田 裕史 

(24) 専門研修協力施設：神奈川県予防医学協会 

    専門研修プログラム協力施設担当者（指導医）：中島 進（消化器検診部部長） 

 

 

 



２） 専門研修プログラム管理委員会                                  整備指針 37,38,39 

 専門研修基幹施設である横浜市立大学附属病院には、放射線科領域専門研修プログラム管理委

員会を置いています。専門研修プログラム管理委員会は、専門研修プログラム統括責任者、専門研

修プログラム連携(協力)施設担当者で構成され、必要に応じて専門研修指導医や多職種（診療放

射線技師や看護師等）の意見を求めます。 

 専門研修連携施設には、専門研修プログラム管理委員会と連携する委員会を設置しています。た

だし、専門研修指導医が一人の専門研修連携施設では委員会の設置が不要のため、当該指導医

が専門研修プログラム連携施設担当者も併任しています。 

 

３） 参考情報 

 以下に専門研修プログラム統括責任者の要件、役割と権限および委員会の役割、ならびに専門研

修施設の診療実績を記載しますので参考にして下さい。 

(1) 専門研修プログラム統括責任者 

 a. 要 件 

・放射線診断専門医もしくは放射線治療専門医の資格を有すること。 

・放射線診療領域で 10年以上の診療経験を有すること。 

  ・専門研修指導医であること。 

  ・専門研修基幹施設で、放射線科の科長の立場にあること。 

  ・日本医学放射線学会認定の指導者講習会を５年間に１回以上受講していること。  

 b. 役割と権限 

・ 専門研修プログラム管理委員会を主宰し、専門研修プログラム全体について責任を持つ。 

・ 専門研修プログラム管理委員会の委員を任命する権限を持つ。 

・ １専門研修プログラム統括責任者あたりの最大専攻医数は専門研修プログラム全体で２０名と

する。 

・ それ以上になれば副専門研修プログラム統括責任者を置き役割を分担する。 

(2) 委員会の役割 

 ・専門研修連携施設内で専攻医の研修を管理する。 

 ・専門研修プログラム連携施設担当者は、委員会における評価にもとづいて専攻医の研修評価を

専門研修プログラム管理委員会に報告する。 

 ・専門研修プログラム管理委員会で改良された専門研修プログラムや専門研修体制を専門研修連

携施設にフィードバックする。 

 



(3) 前年度（2014年度）診療実績                                 整備基準 31 

施設名 横浜市立大学附

属病院放射線科 

横浜市立大学附

属市民総合医療

センター 

横浜市民病院 横浜労災病院 湘南鎌倉総合

病院 

神奈川県立が

んセンター 

神奈川県立こど

も医療センター 

役 割 基幹 連携 連携 連携 連携 連携 連携 

日本医学放射線学会 

認定機関 

総合修練 総合修練 総合修練 総合修練 総合修練 総合修練 修練 

指導医数 4.5 5 4 4 3 2.3 1 

CT検査件数 26657 25419 26996 34030 7000 28430 6770 

IVR施行件数 69 113 95 1119 50 427 2 

放射線治療新規患者数 841 455 305 496 75 951 17 

 

施設名 神奈川県立循環

器呼吸器病センタ

ー 

横浜市立脳卒中・

神経脊椎センター 

小田原市立病

院 

茅ヶ崎市立病

院 

済生会横浜市

南部病院 

横浜南共済病

院 

横須賀共済病院 

役 割 連携 連携 連携 連携 連携 連携 連携 

日本医学放射線学会 

認定機関 

修練 修練 修練 修練 修練 修練 総合修練 

指導医数 0.5 1 2 1 4 4 3 

CT検査件数 5922 5530 16387 0 34728 25373 20946 

IVR施行件数 79 146 0 0 57 3 115 

放射線治療新規患者数 126 0 182 123 134 276 100 

 

施設名 国立がん研究セ

ンター中央病院 

国立がん研究セ

ンター東病院 

藤沢市保健医

療センター 

ゆうあいクリニッ

ク 

横浜医療セン

ター 

神奈川県立足

柄上病院 

横浜保土ヶ谷中

央病院 

役 割 連携 連携 連携 連携 協力 協力 協力 

日本医学放射線学会 

認定機関 

総合修練 総合修練 特殊修練 特殊修練 未認定 未認定 未認定 

指導医数 2.9 1.9 1 3 3 0.5 1 

CT検査件数 6190 30882 4192 14333 19744 7524 6864 

IVR施行件数 580 958 0 0 11 0 0 

放射線治療新規患者数 378 1847 0 0 200 54 0 

 



施設名 長津田厚生総

合病院 

横須賀うわまち

病院 

さいたまセント

ラル病院 

神奈川県予防

医学協会 

（合計） 

役 割 協力 協力 協力 協力  

日本医学放射線学会 

認定機関 

未認定 未認定 未認定 未認定  

指導医数 1 2 2 1 58.6          （→専攻医受入上限数 58） 

CT検査件数 4165 18266 1668 0 378016       （→専攻医受入上限数 126） 

IVR施行件数 0 53 0 0 3877         （→専攻医受入上限数 65） 

放射線治療新規患者数 0 136 0 0 6696          （→専攻医受入上限数 112） 

（指導医数＝各施設の指導医数÷その施設で参加するプログラム数） 

 



３．専門研修施設群における研修分担                      整備指針 4,5,6,7 

 専門研修施設群では、研修施設それぞれの特徴を生かし、専門研修カリキュラムに掲げられた目

標に則って放射線科領域専門研修を行います。 

・ 基幹施設である横浜市立大学附属病院放射線科では、医学一般の基本的知識技術を習得した

後、画像診断法（X 線、超音波、CT、MRI、核医学）、IVR、放射線治療並びに放射線の安全管

理の知識を習得します。さらに医師としての診療能力に加え、教育・研究などの総合力を培い

ます。なお横浜市立大学附属病院はがんや脳変性疾患の症例が豊富で、術前に必要な画像

診断や PETを用いた分子イメージング（FDG、NaF、低酸素、アミロイドなど）を集中して学ぶこと

ができます。 

・ 各連携施設では、急性期疾患、頻繁に関わる疾病の画像診断、IVR 及び放射線治療に適切に

対応できる総合的な診療能力を培い、基幹施設での研修を補完します。たとえば横浜市立大

学附属市民総合医療センターでは急性期病院として救急や外傷などの豊富な症例を有するこ

とから、救急画像診断から IVR の基本を習得することができます。神奈川県立こども医療センタ

ーでは小児画像診断、神奈川県立循環器呼吸器病センターでは間質性肺炎について集中し

て学ぶことができます。 

・ 各協力施設では、基幹施設や連携施設の研修で不足する可能性のある項目を補完します。 

・ 協力施設として、神奈川県立足柄上病院など医療過疎地域の地域医療における画像診断の研

修を行うことができます。 

 

４．募集専攻医数                                整備指針 25,27 

   本年度の専門研修プログラム募集数： 8名程度 

 

＜付記事項＞  

 「日本専門医機構の放射線科領域専門医研修プログラムの募集専攻医数」は、専門研修施設群全体の ①専門研修指

導医数、②年間 CT検査件数 / 3000、③年間血管造影・IVR件数 / 60、および④年間放射線治療件数 / 60 のうち、最

も少ない数を上限とするよう設定されています。 

 これにもとづき、横浜市立大学附属病院を専門研修基幹施設とする専門研修プログラムにおける本年度の放射線科専

攻医受入人数は、放射線科専攻医の研修症例数および指導医による適切な指導機会の確保を担保することを目的とし、

専門研修指導医数および研修施設群における経験可能症例数と、直近 5 年間の新規放射線科専攻医採用数を参考とし

て設定しています。 

・ 専門研修施設群全体の専門研修指導医数：58.6 名 

・ 直近 5 年間の新規放射線科専攻医採用数：6 名、7 名、11 名、７名、3 名 

＜募集専攻医数算出根拠＞ 

 研修指導医 1名が指導可能な専攻医の総数は 3名以内であり、受け入れ可能な専攻医数は単年度あたり一人に相当す

る。 



また、少なくとも（専門研修施設群の年間症例数×放射線科専攻医による一時読影率）＞（放射線科専攻医の年間必要

経験症例数×放射線科専攻医総数）が成り立つ必要があり、毎年同数の専攻医を受け入れ、3 年間の研修期間において

各年度平均して症例数を経験するという前提にたつと、放射線科専攻医の年間必要経験症例数は経験目標に定められた

症例数の 1/3 に相当し、単年度の専攻医受け入れ数は専攻医総数の 1/3 に相当する。 

 放射線科専攻医による一時読影率を 35-45％程度とする。施設による差もあるので，一時読影率を低めに見積もって

20％と仮定すると、（年間症例数×0.2）＞（専攻医の年間必要経験症例数×（単年度の専攻医受入数×3））となる。CT の

必要経験症例数は 3 年間で 600 件であることから年間平均 200件である。したがって、年間 CT 件数＞200×単年度の専

攻医受け入れ数×3÷0.2（＝3,000×単年度の専攻医受入数）となり、逆の言い方をすると、単年度の放射線科専攻医受

け入れ数＜年間 CT件数 / 3,000 となる。MRIなどの画像診断に関しても同様の計算が成り立つが、その数字は CTで代

表できる。 

 IVR ならびに放射線治療の必要経験症例数は年間平均でそれぞれ 10 件である。IVR ならびに放射線治療に関しては、

放射線科専攻医が関与する率がもっと高くなると推察され、放射線科専攻医が関与する率を 50％と仮定して同様に計算

すると、単年度の放射線科専攻医受け入れ数＜年間件数 / 60 となる。 

 以上から、「専門研修施設群全体としての単年度当たりの放射線科専攻医受け入れ総数」は、専門研修施設群全体の 

①専門研修指導医数、②年間 CT検査件数 / 3000、③年間血管造影・IVR件数 / 60、および④年間放射線治療件数 / 

60 のうち、最も少ない数を上限とし、募集専攻医数を設定こととした。ただしこれは施設群を構成する全施設が一つのプロ

グラムに属する場合の計算であって、ある施設が複数のプログラムに属している場合には専門研修プログラム申請書（A ま

たはＢ）を作成する際に記入する「本プログラムの専攻医教育に対する割合（関与率 a）」を乗じた数字がそのプログラムの

年間件数となる。すなわち、ある連携施設が２つの大学のプログラムに関係していて、申請するプログラムにおけるCT検査

の関与率が 0.3 とすると、実際の CT検査件数×0.3 の値を(3) 前年度（2014 年度）診療実績の欄に記入する。 

 

 

５．専門研修応募者の選考方法 

 書類審査、面接により本プログラムの専攻医を決定します。 

  ＜留意事項＞ 

・ 詳細は横浜市立大学附属病院放射線科のホームページ等で公表する。 

 

 



６．研修内容 

１） 研修コース 

 研修コースは、専門研修基幹施設を中心に様々な連携施設を組み合わせることが可能です。どの

ようなコースに進むかは希望を聞いた上、相談で決定します。専門医取得と博士号取得を同時に目

指すことも可能です。なお、研修期間は３年間以上です。専門研修プログラムにより研修を開始した

日をもって研修開始日とします。 

研修コース例 

コース 専攻医１年目 専攻医２年目 専攻医３年目 

a. 専門研修基幹施設 専門研修基幹施設 専門研修連携施設 

b. 専門研修基幹施設 専門研修連携施設 専門研修連携施設 

c. 専門研修基幹施設 

（大学院・臨床） 

専門研修連携施設 

（大学院） 

専門研修基幹施設 

（大学院・臨床） 

コース a：専門研修基幹施設を中心に研修する基本的なコース。 

コース b：専門研修連携施設を中心に研修するコース。専門研修連携施設は原則として 1 年ごと異

動するが、諸事情により 2年間同一施設もあり得る。 

コース c：専門医取得と博士号取得を同時に目指すコース。専門研修基幹施設の大学病院ならびに

専門研修連携施設では午後５時まで研修を行い、それ以降に大学院で博士号取得をめざす。サブ

スペシャリティ領域の研修も大学病院で同様の状況が２年間持続する。 

補足：すべてのコースで、研修が不足する可能性のある超音波検査や消化管造影は、専門研修基

幹施設の責任の下に専門研修協力施設での研修で補完する。 

 

２） 研修症例数 

 ３年間で研修すべき症例数は以下の通りです。 

項 目 目標症例数 

X線単純撮影 400例 

CT 600例 

MRI 300例 

超音波検査 120例 

消化管 X線検査 60例 

核医学検査 50例 

IVR(血管造影を含む) 30例 

放射線治療 30例 

補足：研修が不足する可能性のある項目は、専門研修基幹施設の責任の下に専門研修協力施設

での研修で補完します。 



 

３） 研修方法                                              整備基準 13 

  専攻医は、専門研修施設群内の施設で専門研修指導医のもとで研修を行います。医療倫理、医

療安全、院内感染対策などのコアコンピテンシーの講習会を受講します。専門研修指導医は、専攻

医が偏りなく到達（経験）目標を達成できるように、放射線科領域専門研修カリキュラムに基づいたレ

ベルと内容で学習指導をします。 

 

（１）  専門研修基幹施設 

横浜市立大学附属病院 

【診断】 

 専門医スタッフが充実しており、画像診断、IVRともに幅広い知識、手技を習得することが可能です。

専門医取得に向けても実臨床で幅広い知識を得ることが可能です。 

 専攻医や専門医を取得する前のスタッフの読影報告書は専門医が丁寧に指導します。担当する

指導医は数ヶ月ごとに交代し、専門分野の異なる複数の医師からの指導を受けるよう配慮されており、

1年間で様々なモダリティーの知識を習得することができます。 

モダリティーが充実しており、CT および MRI といった形態画像評価だけでなく、PET/CT、

SPECT/CT といった核医学検査により機能評価も加味し、1 つの症例検討を深く行うことができます。

また、最終医療機関であるため、難関症例も他院に送られることがなく、病理学的評価を含めた最終

診断を知ることができます。 

 血管造影は基本的な IVHポート、肝動注ポート留置、CTガイド下生検だけでなく、時として門脈形

成術、腎動脈拡張術、腹部および骨盤内出血に対する TAE、膿瘍ドレナージチューブ留置など幅

広い手技を体験し、習得することが可能です。 

 週に 1回、若手を中心に勉強会を行い、科学的思考に基づく読影手法を学びます。 

【治療】 

 がん患者の増加および高齢化、治療の多様化、治療方針の決定に患者自身の希望が優先される

ようになってきたこと、医療コスト削減の風潮などから、放射線治療の依頼は著しく増加しています。

全国的にも放射線治療専門医の需要は高まっています。増え続ける前立腺癌については、前立腺

ユニット外来において、泌尿器科医と放射線科医が同じ外来フロアで患者さんを診察しています。ま

た、頭頸部、婦人科領域などは放射線治療患者数が多く、各科と緊密な連携を取りながら診療に当

たっています。 

 全身の疾患および根治から緩和医療まで幅広く経験することができ、日々、変化に富んでいること

も魅力です。また、IMRT、定位照射、前立腺癌の I-125 永久挿入療法など、まだ治療を行っている

施設が限られている最先端の放射線治療についても経験することができます。 

 主治医制をとっていますが、一つのチームとしてスタッフ同士が協力し合って業務を行っています。

EBM、ガイドラインに沿った治療法を習得します。 



【診断・治療共通】 

医療倫理、医療安全、院内感染対策などの講習会および e-learning を年間に複数回受講する機

会が設けられており、コアコンピテンシーを高める学習プログラムを用意しています。 

診断部門では、読影初心者向けの小田急カンファレンスに 2 ヶ月に 1 回参加しています。専攻医

の先生は少なくとも 1年に 1回はこの発表を担当しプレゼンテーションをしてもらいます。治療部門で

は、神奈川県の放射線治療医が集まる横浜放射線治療懇話会（年 4回）に参加しています。専攻医

の先生には、この会で順番に発表してもらいます。 

スライド作成や発表原稿については、中堅医師の指導，専門医による最終チェックのあと、本番前

には放射線科朝カンファレンスにて予演会を実施し、想定される質疑応答にも対応します。この他、

日本医学放射線学会関東地方会（年 2回）、日本核医学会関東甲信越地方会（年 2回）、神奈川県

放射線医会例会（年 1回）にも積極的に参加をしてもらいます。大学院生は RSNA、SNM、ASTRO と

いった国際学会にも積極的に参加するようにしています。 

 大学病院の特徴として、指導スタッフ、研究設備が整った環境があげられます。これらを利用するこ

とにより、最先端の基礎研究、臨床研究を実践することが可能です。研究成果については、豊富な

経験と知識を持つスタッフが、学会発表、論文作成もバックアップしています。 

 

週間予定表（放射線診断領域例） 

 月 火 水 木 金 

 午前 
CT 連携施設で研修 

（外勤） 

読影 CT 核医学検査 

 午前 
読影 MRI IVR 読影 連携施設で研修 

（外勤） 

  勉強会     

 

週間予定表（放射線治療領域例） 

 月 火 水 木 金 

第 1 週 

午前 治療計画(外勤) 症例カンファ 小線源治療 治療計画 小線源治療 

午後 治療計画 治療計画 口腔外科カンファ 画像カンファ 治療計画(外勤) 

第 2 週 

午前 治療計画(外勤) 症例カンファ 小線源治療 治療計画 小線源治療 

午後 治療計画 治療計画 治療計画 画像カンファ 治療計画(外勤) 

第 3 週 

午前 治療計画(外勤) 症例カンファ 小線源治療 治療計画 小線源治療 

午後 耳鼻科カンファ 治療計画 婦人科カンファ 画像カンファ 治療計画(外勤) 

第 4 週 

午前 治療計画(外勤) 症例カンファ 小線源治療 治療計画 小線源治療 

午後 治療計画 治療計画 口腔外科カンファ 画像カンファ 治療計画(外勤) 



 

（２）  専門研修連携施設 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

【診断】 

26 年度より、横浜市は外傷患者の救命率をあげることを目標に、重症外傷患者の緊急ＩVR が可

能などの条件を満たしている救命センター内に外傷センターを発足することになり、センター病院と、

横浜市済生会東部病院の 2 か所のみが選ばれました。それに伴い、集中的に外傷センターに患者

さんが搬送されることになり、放射線科医が行うＩＶＲの重要性と同時に責任が増すこととなります。い

ままでも外傷の血管塞栓術の症例はトップレベルで、ここ 2年は塞栓法に工夫を加えるなどして救命

率は向上しています。外傷センターopen にともない、救命センターの放射線機器の整備もされ、今

後もＩＶＲ症例の増加が見込まれます。 

【治療】 

放射線治療外来業務、乳がん、消化器がん、頭頸部がん、肺がん、前立腺がん、子宮頸部がん

（腔内照射を含む）など広く治療を行っています。IMRT、VMAT、IGRT も行っています。 

 

横浜市立市民病院 

【診断】 

CTは 64列 1台と 16列 2台（1台は救急救命センター）です。2014年の CT件数は 27,328件で

す。MRI は 1.5T が 2 台で、検査数は 8558 件、部位別では頭部、脊椎、骨盤、肝胆膵、関節の順で

す。 血管造影は年間 100件弱です。肝癌の TACEが主ですが、消化管出血の止血、BRTOなども

あります。CT ガイド下の生検やドレナージの依頼もあります。SPECT は 2 台、PET-CT は 1 台で、

2014年の RI件数は合わせて 3742件です。画像診断管理加算 2を取得しているので、後期研修医

のレポートは診断専門医が全例ダブルチェックしています。 

当院の特徴は、癌、救急、感染症の三分野に特に力を入れていることです。癌に関しては、呼吸

器、消化器、血液の患者が多いです。ER 方式の救急救命センターがあり、脳血管障害、肺塞栓、イ

レウス、消化管穿孔、虫垂炎、外傷など多くの救急疾患を経験できます。また感染症病棟があるため

癌だけに偏らない種々の疾患を見ることができます。 

臨床各科とのコミュニケーションも良好です。トランスクライバーさんがいます。初期研修医が毎月

1～2名ずつローテートしています。 

【治療】 

リニアック装置はElekta Synergy（4、6、10MV）です。治療件数は毎日35人ほどです。新規治療計

画は週に 8～12 枠用意しています。小線源治療はありません。現在は外来診療のみです。 医学物

理士が 1 名います。平成 28 年度から治療医が 2 名となったのに合わせて、IMRT の本格稼働を目

指して動き始めています。 

当院では外来化学療法室、腫瘍内科、緩和ケア病棟など癌診療に力をいれており（癌診療拠点



病院）、放射線治療に対する期待も非常に高いです。 

 

横浜労災病院 

【診断】 

放射線科の仕事は CT(64 列 MDCT 3 台：年間 45000 例前後)、MRI 3 台で年間 15000 例、IVR

件数（頭部血管撮影を含む、年間400例前後）、核医学診断(10例/日以下)、検診胸部と乳房、上部

消化管撮影などです。 

IVR としては肝癌の血管塞栓術、悪性腫瘍（骨転移含む）の術前塞栓、BRTO（胃静脈瘤塞栓術）、

血管拡張術(PTA とステント留置)、骨盤外傷の止血術、消化管出血の塞栓術、副腎静脈採血、胸腹

部大動脈ステントグラフト、CVP留置、CTガイド下生検、膿瘍ドレナージなど多岐にわたります。 

【治療】 

物理士１名、治療品質理士２名の資格を持つ技師さんがおり、正常臓器の囲みや定型的な乳癌

症例などはある程度プラン作成までお願いすることもできます。前立腺 IMRT に関しては、医師は

Targetの囲みと最終チェックに専念し、プラン作成は物理士さんにお願いしています。 

 

湘南鎌倉総合病院 

【診断】 

24 時間 365 日受け入れ拒否をしない病院として鎌倉市内外からの多くの救急患者を受け入れて

いる施設です。また、循環器疾患、救急外傷のほか、がんの治療、再生医療にも力を入れており、医

療施設の国際標準である JCIの認証も受けている施設です。 

この環境下で、多彩で豊富な臨床研修が可能となっており、基幹施設では研修が不十分な一般

臨床画像診断および IVRの研修ができます。 

基本的な放射線診断知識と技術のほか、専攻医の希望、能力に応じて、PET 以外の各領域（通

常の画像診断、救急外傷、IVR など）のより深い研修が可能となっています。 ともすると煩わしい、

造影剤の注射や伝票処理などの業務はありません。 

 基幹施設である横浜市立大学医学部放射線医学講座とは連携大学院の協定を結んでおり、当

施設での研修を継続しながらの大学院生としての学習・研究活動が可能となっています。 

【治療】 

治療機器としては、IMRT専用機であるトモセラピー一台と Remote After Loading System（RALS: 

遠隔操作密封小線源治療）を備えています。 対象疾患は前立腺、乳腺、肺など主たる腫瘍のほか、

緩和照射も積極的に行っています。頭頸部領域、小児腫瘍の治療は現時点では行っていません。 

放射線科専攻医が放射線治療の研修に専念できる環境を整えています。一般病院としてはめず

らしく、放射線治療専門医 3名が常勤として所属しています。いずれも経験豊富な指導医として専攻

医一人一人に対し、外来診療および治療計画について、丁寧な指導に当たります。病棟、当直業務

はありません。 



治療計画においては、診療放射線技師が治療計画 CT の撮像、取り込み、正常臓器の輪郭の作

成をします。医師は標的体積の決定、すべての輪郭の修正、確認を行います。IMRT の線量計算は

高い専門性を有するため、医師は行わず、物理士に一任しています。医師は物理士と検討のうえ、

治療計画の認証を行います。RALSによる子宮頸癌の治療は CT画像を用いて治療計画を行い、効

果的な治療を目指しております。 

看護師、医学物理士、診療放射線技師、クラークの皆さんが非常に優秀で責任感をもって自分の

仕事にとりくんでおり、チーム医療を研修するうえでは理想的な環境となっています。 

横浜市立大学医学部放射線医学講座との連携大学院の体制は放射線診断科と同様です。 

 

神奈川県立がんセンター 

【診断】 

神奈川県のがん診療拠点病院です。対象は成人で、小児がんは扱っていません。 

放射線診断装置としては、CT 3台（320列、64列、16列）MRI ２台（３T, １．５T）, PET-CT, ガン

マカメラ 2台、 cone beam CTを備えた血管撮影装置などと充実しています。  

IVRは年間 400例以上施行しています。CV port systemの留置や X線ガイド下の乳房生検は全

国的にもトップレベルの数を施行しています。頭頸部領域の IVR、CT ガイド下のバイオプシーや生

検、緊急止血なども多いです。 

全領域のキャンサーボードのほかに、領域ごとのキャンサーボードが定期的に開かれています。ま

た、カンファレンスも盛んです。 

骨軟部腫瘍はかなりの症例が集まり、骨軟部腫瘍外科、病理と放射線科でカンファレンスをしてい

ます。頭頸部領域の悪性腫瘍の数も多く集まり、頭頸部外科、病理、放射線治療科、放射線科でカ

ンファレンスをしています。乳癌・子宮がんなども全国的に有数の症例数を誇ります。 

 骨髄移植や臍帯血幹細胞移植も多数施行しており、化学療法も盛んなので、これらに関連する中

枢神経や肺などの合併症による異常画像も多く、common disease から稀な合併症の画像まで豊富

な経験が得られます。 

 

神奈川県立こども医療センター 

【診断】 

小児医療・周産期医療の専門医療機関として、高度な小児医療と 3 次救急医療を行っています。

小児がん拠点病院です。Pediatric Radiology 全般の修得が可能で、症例が集中するため密度の濃

い研修ができ、チーム医療の中での放射線診断専門医の役割と責任を学べます。MRIは 3Tと 1.5T

の 2 台体制、CT は 320 列最新型逐次近似法搭載で被ばく低減を実行しています。核医学では

SPECT-CT（16 列 CT）が稼働しています。専門的な放射線科医による超音波検査は年間約 1000

件に及びます。また，病院の臨床研究所の医用生体画像・分子イメージング研究室が放射線科に

置かれており、研究発表が盛んであり、公的研究費も獲得しています。 



 

神奈川県立循環器呼吸器病センター 

【診断】 

神奈川県立循環器呼吸器病センターは、間質性肺炎について、全国でトップクラスの入院患者数

があり、間質性肺炎の外科的肺生検を年間 70 件程度行っています。実際の症例で間質性肺炎の

画像を学習できるだけでなく、月 1 回の病理カンファレンスで病理も合わせて学習することができま

す。肺腫瘍の CT下生検は年間 60件程度実施しており、その手技を学ぶことができます。 

 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 

【診断】 

CTは東芝製 Aquillion 64, MRI は GE製 Signa HDx 1.5T と Philips製 Ingenia 3T が 1台ずつで

す。動脈瘤やプラーク診断のため、CTA・MRAを頻繁に行っています。MRIでは black blood法によ

るプラーク評価や tractography が定着しています。 MRI・神経放射線のエキスパートである渡部先

生、献身的に働く技師といった人材にも恵まれ、働き易い職場です。 

 

小田原市立病院 

【診断】 

全モダリティーが PACS（ＳＹＮＡＰＳＥ）となりフィルムレス運用となっています。平成 28 年 1 月から

電子カルテ（NEC）の運用が開始されています。レポートシステムは F Report で、アミボイスによる音

声入力も使用できます。また、PET/CTも稼動し、MRIも平成 26年より 3T最新型が稼働しています。

平成 20 年から 64 列 CT が稼動開始しています。がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、周

産期母子医療センター、救命救急センター、災害拠点病院の認定をうけています。読影時に thin 

slice サーバー（vincent）を活用でき、また、読影室、CT 室などにて WiFi が使用できます。地域の一

般病院なので、症例に偏りが少なく、図書館も整備されているので、落ち着いた環境で研修が可能

です。 

【治療】 

 病棟業務はなく、外来診療に専念できます。乳癌、前立腺癌、肺癌関連症例が多いですが、ほぼ

全身の癌を治療しています。三次元原体照射までは出来ています。地域がん拠点病院として高精

度放射線治療も目指しているところです。院内 CPC、緩和ケア科との勉強会など他科との連携も多く、

放射線治療を通じて多科との情報交換が楽しくできるメリットがあります。 

 

茅ヶ崎市立病院 

【治療】 

 400 床ほどの中規模病院で、比較的偏りなく一般的な症例を経験することができるかと思います。

業務上も雑用が比較的少ないため、若い先生方も余りストレスを感じることなく働ける環境にあるかと



思います。 

 

済生会横浜市南部病院 

【診断】 

Modalityが比較的新しく、特に 320列 CTがあります。レポートシステム上で１ｍｍ thin slice画像

（アクエリアス）を展開でき、必要に応じてシナプスへ保存できます。雑誌、教科書は比較的新しいも

のがそろっています。アミボイスが利用でき、トランスクライバーさんも配属しています。 

 

横浜南共済病院 

【診断】 

二次救急指定、がん拠点、地域連携、防災拠点取得済みです。症例が非常に豊富でバリエーシ

ョンが多彩です。特に整形外科の症例が多いです。脊椎、肩、肘、膝等整形外科疾患の経験を多

数積むことができます。また、各科の垣根が低く、コミュニケーションにより症例検討が深められます。

他の科からの質問が多く、逆に質問も可能。新病棟建設も終了し、3T MRI, 320列 CT2台が導入済

みです。SPECT3台うち 1台は半導体検出器搭載心臓専用機です。 

 

横須賀共済病院 

【診断】  

横須賀・三浦医療圏の基幹病院である当院は救急症例をはじめバランス良く多種多様な症例を

経験することができます。画像診断機器は比較的充実しており、CT は 320 列 1 台と 64 列 2 台で、

昨年度の CT件数は 41892件です。MRIは 3Tが 1台と 1.5Tが 1台で、今年度末にはもう一台 3T

が導入されます。昨年度の MRI 件数は 7707 件です。SPECT は 2 台で、昨年度の RI 件数は 2100

件です。読影環境は電子カルテ（SSI）と PACS（GE）が完備しており、各端末に再構成ワークステー

ションが装備されています。IVR は肝細胞がんの TACE や救急症例など塞栓術を中心に昨年度は

230件施行しております。MMGやUSなど乳腺画像診断を放射線科で行っており、マンモトーム生検

も施行しています。CT ガイド下の生検やドレナージも施行しています。当院は放射線科専門医総合

修練機関や IVR専門医修練認定施設に認定されています。 

【治療】  

リニアック装置（Siemens・東芝 オンコア）で昨年度は 200件の新規患者に対し放射線治療を施行

しております。専用の治療計画用 CT を装備しています。小線源治療はありません。現在は外来診

療のみです。  

 

国立がん研究センター中央病院 

【診断・治療】 

 国立がん研究センター中央病院で働いているだけで、最新の機器や臨床研究に携わるなど、いろ



いろなチャンスが巡ってきます。このようなことに価値を見いだせる方にはお勧めです。 

 

国立がん研究センター東病院 

【診断】 

がん診療と研究に特化した国立研究開発法人で、医療法に基づく臨床研究中核病院に指定され

ています。 

 放射線診断科常勤の放射線診断専門医が 6 名で、それぞれ subspeciality を有しています。ＣＴ

装置は多列検出器ＣＴ４台で、うち一台は、320 列です。ＭＲＩは２台の３Ｔ装置が稼働しています。サ

イクロトロンがあり、ＰＥＴ-ＣＴを２台装備しています。ＳＰＥＣＴ装置は２台装備しています。ＩＶＲは悪

性腫瘍に関連したもので、年間 800 例以上の症例を行っています。また、放射線治療科と共同で RI

内用療法も行っています。 

【治療】 

放射線治療科は、常勤の放射線治療専門医が７名で、陽子線治療装置と直線加速器４台を有し

ています。年間の新規治療患者数は、１８００件を越え、そのうち３００例余りが陽子線治療患者で

す。 

 

藤沢市保健医療センター 

【診断】 

業務内容は、健診の読影と検査外来（開業医からの依頼検査）の読影です。検査外来に来られた

患者さんの問診業務も少しですが、画像診断医が行っています。 

健診の読影は胸部単純撮影、上部消化管造影、腹部超音波、乳房撮影、胸部CT、頭部MRを行

っています。検査外来ではCTおよびMRIが主たるものですが、注腸造影や乳房撮影、乳房超音波

検査などの読影も行っています。 

 

ゆうあいクリニック 

【診断】 

日本最大の PETセンターであり PETの症例には困りません。日本で最初に乳腺専用 PETを導入

しました。PETの年間件数は 15000件、開院以来 15万件の検査を行っています。 

 

（３）  協力施設 

 

横浜医療センター 

【診断】 

510 床、30 診療科を有する横浜市南西部地域中核病院です。症例豊富であり、救急疾患を含め

た多様な症例が研修可能です。 



 

神奈川県立足柄上病院 

【診断】 

神奈川県西部の中核的総合病院です。他科や放射線技師との関係は良好だと思います。いわゆ

る common diseaseが幅広く経験できます。 

 

横浜保土ヶ谷中央病院 

【診断】 

病院規模、設備ともにこじんまりしているので他科とのコミュニケーションがとりやすいです。 神経

系、小児以外の一般臨床画像を経験できます。 

 

長津田厚生病院 

【診断】 

二次救急としての急性腹症などの症例、消化器疾患の CT、MRIの読影を多く経験できます。 

 

横須賀うわまち病院 

【診断・治療】 

 三浦半島の東部、横須賀市の中央に立地する臨床研修指定病院で、当院の放射線科には診断

医 1 名、治療医 1 名が在籍しています。放射線診断においては全身すべての領域における画像診

断学の基礎を身につけ、指導医のもと画像診断を通じて患者の病態を把握できるようにすることを目

標としています。平成 26 年度には高精度放射線治療棟を開設し、安全で高精度な放射線治療をも

って地域医療に貢献しています。 

 

さいたまセントラルクリニック 

【診断】 

PET/CT1 台、MRI2 台（3T，1.5T）、マンモグラフィー、超音波検査装置を備えています。PET/CT

の読影を学ぶことができます。MRIでは整形外科領域（肩関節、脊椎、膝関節、足関節）の外傷性疾

患を学ぶことができます。所見の解釈に苦しむ症例については、外部の有識者に容易に相談できる

環境が整っています。 

 

神奈川県予防医学協会 

【診断】 

 広く神奈川県民の疾病の予防や健康の保持増進を図るため、各種検診・検査・健康診断とその結

果の資料及び医学知識に基づいた予防医療活動を行うことを目的に、2012年 4月に公益財団法人

として新たなスタートを切った施設です。主に消化管 X 線検査の読影に関する研修を担当すること



になります。 

 

 

７．各年度の目標                                   整備指針 16,32 

・ 放射線科専門医の臨床能力として、専門的知識・技能に加え、医師としての基本的診療能力も

習得できるよう指導します。  

・ 専攻医は、「専攻医研修マニュアル」を携帯し研修を実践することになります。    整備指針 44 

・ 専門研修指導医は、「指導医マニュアル」をもとに指導します。              整備指針 45 

・ 放射線科専門研修カリキュラムに定められた研修目標に照らし合わせ、各専門研修プログラムで

年度次ごとの研修目標と修練内容を設定し、個々の専攻医に合わせた研修計画を明示します。 

・ 年度毎に専攻医による到達度の自己評価および指導医評価を行い、フィードバックを行います。 

＜専門研修１年目＞ 

知識：放射線科診療に必要な基礎的知識・病態を習得できるよう指導します。 

技能：専門研修指導医の管理のもと、画像検査が実施可能な技能を習得できるよう指導します。 

態度：医師として、医の倫理や医療安全に基づいた適切な態度と習慣（基本的診療能力）を身につ

くよう指導します。 

＜専門研修２年目・３年目＞ 

知識：放射線科専門医レベルの放射線診断、IVR 治療、放射線治療の知識を２年間で習得できるよ

う指導します。 

技能：放射線科専門医レベルの疾患に対し、専門研修指導医の管理のもと、放射線診断、IVR 治療、

放射線治療が実施可能な技能を身につけ、必要に応じ専門研修指導医の援助を求める判断力を２

年間で身につくよう指導します。 

・ 知識、技能は研修コースの相違で段階的に習得できない場合があり、３年間で確実に習得できる

よう指導します。 

・ 年次ごとの目標は一つの目安であり、研修プログラムでは研修環境や進捗状況により柔軟に対

応します。 

・ ３年目までに習得した知識、技術をさらに深化・確実なものとし、放射線科専門医として診療でき

るよう専門医試験に臨むとともに、サブスペシャリティ領域専門医（放射線診断専門医または放射線

治療専門医）の方向性を決定できるよう指導します。 

・ 専門性を持ちつつ臨床研究活動に携わり、その成果を国内外の学会で発表し、論文を作成でき

るよう指導します。さらに後輩の指導にもあたり、研究・教育が可能な総合力を持った人材となるよう

指導します。 

・ 毎年度、日本医学放射線学会認定教育講習会を受講するよう指導します。 

 

 



８．研修実績の記録                               整備指針 41, 44, 46 

 専門医研修では、専攻医の研修実績を以下のように記録します。 

１） 専攻医は、専門研修開始時に専攻医登録を日本専門医機構放射線科領域研修委員会に届け

出る。 

２）−１． 専攻医は、「研修手帳」に以下を記録する。 

   ・ 研修実績（画像診断、IVR、放射線治療） 

   ・ 講習会受講記録（医療安全、感染対策、医療倫理、専門医共通講習、日本医学放射線学

会主催専攻医必須講習会等） 

   ・ 学術業績記録（学会発表記録、論文発表記録） 

   ・ カンファレンスや抄読会等の出席記録 

   ・ その他 

２）−２.  専攻医は、研修目標を補完するために受講した講習会や e-learning の受講証明書などの

コピーを添付する。 

３）−１． 専攻医は、研修実績表データを Excelベース（専攻医研修実績記録フォーマット）で蓄積し、

提出を求められた際に患者 IDが連結可能なファイルとして随時対応できるように管理する。 

３）−２． 研修実績表データ等の管理・蓄積では、個人情報保護に必要な配慮（例えば、連結可能

匿名化、パスワード設定、オフラインコンピュータでの管理等）を行なう。 

４）−１． 専門研修施設の指導医が専攻医の研修手帳にて研修実績等の確認・評価を記録する。 

４）−２.  専門研修施設の指導医が専攻医の講習会受講証明書や e-learning の受講証明書などの

コピーを確認する。 

５） ３年間の専攻医の研修実績と専門研修指導医の評価を記録した研修手帳のコピーや講習会・

e-learning の受講証明書などのコピーを、専門研修基幹施設に設置した専門研修プログラム管

理委員会が最低５年間これを管理・蓄積する。 

 

 

９．研修の評価                                  整備指針 17〜22, 41 

 専門研修指導医が形成的評価を適宜行い、専門研修プログラム管理委員会が総括的評価を行い、

専門研修プログラム統括責任者が修了評価を行います。 

 

１） 形成的評価 

a. フィードバックの方法とシステム                                 整備指針 17 

・ 専門研修基幹施設の専門研修指導医は、専攻医の研修内容の改善を目的として、研修中の不

足部分を口頭あるいは実技で明らかにし形成的評価を適宜行います。                     

・ 専攻医は、研修実績を１回/月程度の回数で、専門研修指導医の評価とその確認の署名をもらう

ことになります。 



・ 専攻医は、研修の自己評価（研修目標達成度評価、研修記録票）、専門研修指導医評価、専門

研修施設評価、専門研修プログラム評価を記載した報告票を年度の中間と年度修了直後に専門研

修プログラム管理委員会に報告することになります。  

・ 専門研修指導医は専攻医の評価、フィードバックを行い年次総合評価票に記載します。また、看

護師などに多職種評価を依頼します。以上を専門研修プログラム統括責任者に毎年提出します。 

・ 専門研修プログラム統括責任者は、専門研修プログラム管理委員会を開催し、提出された専攻

医ならびに専門研修指導医からの報告票を検討し、次年度の研修内容、研修指導、研修環境、なら

びに専門研修プログラムの改善に反映させます。その際に専攻医に不利益が生じないように、専門

医指導医評価、専門研修施設評価、専門研修プログラム評価に関しては報告内容を匿名化しま

す。 

 

 

b. 指導医層のフィードバック法の学習（Faculty Development; FD）             整備指針 18 

・ 専門研修指導医は、日本医学放射線学会が認定する「専門研修指導者講習会」、FD などの機

会にフィードバック法を学び、よりよい専門研修プログラムの作成を目指します。  

・  なお、専門研修指導医は、資格継続のため、日本専門医機構または日本医学放射線学会が主

催する指導者講習会の参加が義務づけられています。   

 

２) 総括的評価 

a. 評価項目・基準と時期                                      整備指針 19 

・ 専門研修プログラム管理委員会は、専攻医の専門研修が満了する第３年度の３月に、研修目標

達成度評価記録、経験症例数報告書ならびにその他の研修記録・業績目録から総合評価し、専門

的知識・技能・態度について判定します。 

b. 評価の責任者                                           整備指針 20 

・ ３年間の専門研修修了時に専門研修プログラム統括責任者が修了評価を行います。 

c. 修了判定のプロセス                                       整備指針 21 

・ 専門研修修了の最終判定は、専門研修プログラム統括責任者・連携施設担当者等で構成される

専門研修プログラム管理委員会にて、３年間の専門研修が満了する３月に、研修出席日数・プログラ

ムの達成状況などから行われます。 

・ 専門研修プログラム統括責任者は、専門研修修了時に研修到達目標のすべてが達成されている

ことを確認し、総括評価を記載した専門研修修了証明書を専攻医に発行し、その写しを日本専門医

機構放射線科領域専門医委員会に提出します。 

・ 修了判定に至らなかった専攻医に対しては追加研修を行います。 

d. 多職種評価                                            整備指針 22 

・ 医師としての倫理性、社会性の評価判定には、他職種（診療放射線技師、医学物理士、看護師、



事務職員など）の医療スタッフなど第三者の意見も形成的評価に取り入れ、専門研修プログラム統

括責任者が修了判定にフィードバックします。 

 

 

10．研修の休止・中断、異動                                          整備指針 33 

放射線科専門研修中に特別な事情が生じた場合には、原則として以下に示す対応を取ります。 

１）出産に伴う６ヶ月以内の休暇は、１回までは研修期間にカウントできます。 

２）疾病での休暇は、６ヶ月まで研修期間にカウントできます。 

３）疾病の場合は診断書を、出産の場合は出産を証明する書類の添付が必要です。 

４）６ヶ月を超える専門研修の休止期間については、８時間 X２００日=１６００時間をもって１年間とし、

勤務時間で研修期間を案分し、その総合研修期間が３年に達した時点で、受験資格が与えられ

ます。 

５）留学期間、並びに診療業務のない大学院の期間は、研修期間にカウントできません。 

６）社会人大学院のように、放射線関連の臨床研修が可能な大学院の場合は、研修期間としてカウ

ントできます。 

７）専門研修プログラムを移動することは、移動前・後専門研修プログラム統括責任者の承認および

放射線科領域研修委員会の承認を必要とします。 

 

 

11．労働環境、労働安全、勤務条件                          整備指針 40 

１）専門研修プログラム統括責任者が、専攻医の適切な労働環境、労働安全、勤務条件の整備と管

理を担い、専攻医のメンタルヘルスに配慮します。 

２）勤務時間、当直、給与、休日は労働基準法に準じて、本基幹施設の施設規定に準じます。 

 

 

201７年６月末日    

横浜市立大学附属病院    

横浜市立大学放射線科専門研修プログラム統括責任者    

                                                 金田 朋洋    


