
新潟市民病院 脳神経内科専門研修
当院内科専門研修プログラムのサブスペシャルティです

内科専攻医募集案内もご参照ください

2023年度開始 脳神経内科専門医研修 資料
脳神経内科部長 佐藤 晶 2022/11月
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信濃川

日本海

大学から
車で約20分

新潟の地で神経学を極める

新潟大学 脳研究所

新潟市民病院 循環器脳卒中センター
救命救急センター

全国で最も早い時期に設立

神経を志す医師･研究者が全国から集う

脳神経内科は1973年開院時から実績



新潟市民病院
内科専門研修プログラム

～オスラーとともに学ぶ～

専門研修支援室を設置

当院全科の専門研修を総合的に支援するため
に設置されました

内科専攻医については、J-Oslerに沿って内科
専門医受験資格取得にむけた支援も行います

➢症例登録200例以上（終了要件は160例以上）
➢病歴要約29例以上
➢内科の各領域で必要症例数が定められている

J-Osler
Online system for Standardized Log of Evaluation 

and Registration of specialty training System



内科サブスペシャルティ
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脳神経内科と脳卒中科(2022.10月現在）

脳神経内科 脳卒中科 脳神経外科

五十嵐修一（副院長）

佐藤晶

他田正義

野﨑洋明

関谷可奈子

穂苅万李子

専攻医

鳥谷部真史

坂田祐輔

青山あずさ

髙橋真実

専攻医

森田健一

（脳卒中科専任）

脳神経外科医師

数名

（脳神経外科兼任）

脳神経外科

専任医師数名

脳神経内科医 脳外科医

ローテーション

ローテーション



研修ローテーション 例 （3年コースの場合）
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原則的に連携病院の一つは新潟大学 脳神経内科

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1年目
脳神経内科 脳卒中科

連携病院1

月１-２回の日当直

2年目 連携病院２

脳神経内科 脳卒中科

週1回程度の脳神経内科外来（新患・再来）

月1-2回程度の日直･当直

3年目

脳卒中科 脳神経内科

週1回程度の脳神経内科外来（新患・再来）

月1-2回程度の日直･当直



脳神経内科専門研修医の業務内容

➢ 病棟業務: 脳卒中科と脳神経内科をローテート

2021年専攻医が主治医となった患者数：脳神経内科11.5入院/月、脳卒中科7.7入院/月

脳卒中科ローテート中は血管内治療に直接携わることができる（要相談）

➢ 緊急拘束番：夜間、日中

➢ ICU日当直：1.3回/月程度

➢ 外来業務：2年目から開始

➢ 検査：神経生理検査、筋･神経生検、血管造影、エコーなど

➢ 発表：学会（神経学会、内科学会、脳卒中学会など）や院内・外研究会など



動脈エコー
経食道心エコー

自分の神経学的診察に
自信が持てるようなる

上級医と一緒に、自分がファーストで
血管内治療を行うことがどんどん増え
て、充実しています！

午前
病棟業務

画像
カンファレンス

8：30
朝のミーティング
新入院回診

病棟業務

勉強

アンギオ

出勤

＊Operationは希望者要相談

研修の一日

毎朝、前日の新入院紹介と回診、
皆で診察，検討する

窓の外には、J1 アルビレックスの
スタジアムをバックに白鳥が！！

医師全員の医局デスクに
電子カルテ端末があるので
症例の勉強がしやすい



脳神経内科年間入院数（2019-2021年）
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脳卒中科実績(2019-2021年）
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脳卒中科入院 2019年 2020年 2021年

急性期脳梗塞 323 319 284

アルテプラーゼ静注療法 39 35 44

経皮的脳血栓回収術 38 37 40

急性期脳出血 126 118 100

一過性脳虚血発作 10 12 19

その他 52 55 133

脳卒中科検査 2019年 2020年 2021年

脳血管撮影検査 69 79 102

経食道心エコー検査 40 44 38

植え込み型ループ式心電計 5 11 10

血管内治療 2019年 2020年 2021年

経皮的血栓回収術 38 37 40

頸動脈ステンと留置術 9 14 12

脳動脈瘤コイル塞栓術（破裂） 14 17 17

脳動脈瘤コイル塞栓術（未破裂） 3 4 9

その他 7 12 8

合計 71 84 86



日本神経学会神経内科専門医試験の受験資格
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➢初期研修を含み臨床研修歴（施設認定基準あり）を6年以上、かつ日本神経

学会正会員歴を3年以上

➢日本内科学会内科専門医である

➢学会の定める本学会が認定する教育施設・准教育施設・教育関連施設にお

ける研修が所定の期間を満たす

➢神経内科専門医研修カリキュラム研修を終了 （知識・技能要件、学会･論

文発表、症例登録で一定の水準に達する）



指導医

➢ 指導管理責任者名；佐藤晶

➢ 日本神経学会指導医名；

五十嵐修一

佐藤晶

他田正義

野﨑洋明

鳥谷部真史

関谷可奈子

➢神経内科専門医、脳卒中専門医、脳血管内治療専門医、認知症専

門医、頭痛専門医などが指導にあたる

2022/12/12



当科での専門医研修

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

旧制度 新制度
4-6ヵ月間の新潟大学で研修

新潟市民病院脳神経内科後期研修医

新潟大学内科専攻医（脳神経内科サブスペ）

新潟市民病院内科専攻医（脳神経内科サブスペ）

新潟大学脳神経内科関連

新潟大学ともう1病院で半年ずつ研修

ローテーター



研修修了記念

連絡お待ちしています

当院専門研修支援室 senmon@hosp.niigata.niigata.jp

mailto:senmon@hosp.niigata.niigata.jp
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