
循 環 器 内 科  

【実習目標】 

１， 循環器領域を中心として内科学全般におよぶ診断・治療の思考過程を学ぶ。 

２， 循環器疾患を診る上で問診や身体所見の把握は重要であることを理解する。 

３， Problem oriented system (POS)に基づき、受け持ち患者の問題点を把握する。 

４， 患者の疾患の背景にある家庭、職場、生活環境などの問題点を把握できるように努める。 

５， 心電図や超音波をはじめとした循環器系検査の適応や所見の解釈ができるようにする。 

６， 循環器疾患の診断や治療についてのイメージを獲得する。 

 

【注意事項】 

無断欠席・遅刻は厳禁。 

聴診器は必ず持参すること。 

常に医療人を志す者としての節度ある行動や服装を求める。 

 

【実習内容】  

□ 各学生に指導医 1名がつき指導にあたる。＊学生数に応じて調整の可能性あり。 

□ 病棟実習では、担当医の指導のもとベッドサイドに毎日通い患者の状態把握に努める。 

□ 外来実習では病歴聴取を行い、診断から治療への思考を学ぶ。 

□ 朝の新患紹介、病棟回診でのベッドサイドプレゼンテーションを１症例ずつ担当する。 

□ 受け持った症例のうち１症例について病歴要約（レポート）を作成、提出する。 

□ 担当患者の検査・治療、病状や検査説明には一緒に見学（同席）する。 

 

【提出書類】  

担当症例のレポートを作成して、第二週金曜日の総括、討論の際に提出する。 

 

【評価】  

評価は以下の様に行う 

評 価 項 目 配点 

指導医による学生の行動内容の評価 30点 

病棟回診での患者提示と質疑 10点 

朝カンファレンスでのプレゼンテーションと質疑 20点 

レポート内容 30点 

チュートリアルでの積極性 10 点 

 

 



  月 火 水 木 金 

  第一週 

8:00-8:30  新患紹介  新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 

8:30-9:00 オリエンテーショ

ン（北川） 

（月曜祝日の際）

オリエンテーショ 

病棟実習 

チュートリアル 

(池永) 

チュートリアル 

(石橋) 9:00-9:30 

9:30-10:00 

症例決定 

ン（北川） 

症例決定 

病棟実習 病棟実習 

10:00-10:30 

10:30-11:00 A: 外来実習   

B: 病棟実習 11:00-11:30 

11:30-12:00 

北川：心不全 昼休み 昼休み 昼休み 

栗栖：冠動脈造

影 12:00-13:30 

13:30-14:00 

病棟実習 病棟実習 

病棟実習 

A 不整脈（徳

山）  B 病棟実

習 

A 虚血 (石橋)   

B 不整脈（徳

山） 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

14:30〜        

症例検討会    

病棟回診 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

  第二週 

8:00-8:30 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 新患紹介 

8:30-9:00 チュートリアル 

（宇都宮） 

A: 病棟実習   

B: 外来実習 

A 病棟実習    

B 虚血（石橋） 
病棟実習 病棟実習 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

病棟実習 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

昼休み 
心不全センター

カンファレンス 
日高：心エコー 福田：心電図 昼休み 

12:00-13:30 

13:30-14:00 チュートリアル 

（丸橋） 

 

病棟実習 

病棟実習 

チュートリアル 

（徳山） 

病棟実習 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

病棟実習 

14:30〜      

カンファレンス  

病棟回診 

病棟実習 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

総括、討論 

16:30-17:00 



【各種検査場所】  

 

【教官】  

広島大学大学院 教授 木原 康樹   

広島大学大学院 准教授 中野 由紀子 外来医長 

広島大学大学院 准教授 栗栖 智 医局長 

広島大学病院 講師 福田 幸弘 病棟医長 

広島大学病院 助教 日高 貴之 

 広島大学病院 助教 北川 知郎 学生担当 

広島大学大学院 助教 石橋 堅 副病棟医長 

広島大学病院 助教 宇都宮裕人   

広島大学病院 助教 丸橋 達也   

広島大学病院 助教 池永 寛樹   

広島大学病院 医科診療医 徳山 丈仁   

広島大学病院 医科診療医 板倉 希帆  

 

【連絡先】  

循環器内科医局： 082-257-5540 (内線: 5540) 

学生担当：北川 知郎（PHS 4542、E-mail: toshirok@hiroshima-u.ac.jp） 

＊病気等の理由による欠席時には、上記に連絡するとともに、同グループの学生に欠席する

旨を連絡すること。 

 

検査・治療 場所 実施日 

心臓超音波・運動負荷検

査 

外来棟２F  

生理検査室受付 205番 

毎日（午前・午後） 

心臓リハビリテーション 入院棟５F 

リハビリテーション部 

月、火、木、金 

１６時から１７時 

心臓カテーテル検査 入院棟１F 

血管造影室 

月・木：午前・午後 

火・金：午後、水：午前 

経カテーテル大動脈弁置

換術 

外来棟 4階 

ハイブリッド手術室 

月・金：午前・午後 

＊不定期施行。見学人数制限あり。 

不整脈治療 外来棟 4F 

血管造影室 1 

月：午前、 

木、金：午前・午後 

心臓核医学検査読影  入院棟地下１階 

RIセンター 

木曜 9：30～  

心臓 CT 外来棟 B１F  毎日 午後 15時から 

mailto:toshirok@hiroshima-u.ac.jp


循 環 器 内 科  

【スケジュールに関する追加事項】 

 

○ 以下の予定には必ず出席すること 

 

病棟・新患紹介 毎朝 8時～ ６階東病棟スタッフス

テーションに集合 

主治医（担当学生）により前日

入院患者の紹介。病歴、検査

所見をまとめて 1症例 3分以内

で発表 

症例検討会 水曜 14：30～ ５階総合病棟カンフ

ァレンスルームに集

合 

教育的症例、診断や治療方針

に苦慮する症例を提示して討

論を行う 

病棟回診 水曜 16：00～ 症例検討会に続い

て 

患者のベッドサイドでの紹介

（プレゼン）、質疑、診察の見学 

総括・討論 金曜 16：00～

17：00（確認） 

場所は随時確認 担当症例の発表および討論、

レポート提出 

 

 


