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2020年度医師臨床研修の到達目標が見直し

＜改訂により追加となった項目例＞
＊外来研修の追加（40日間の研修）
＊訪問調査やプログラム責任者養成講習会のあり方を見直し
＊必修科目が７科目に戻る（外科、小児科、産婦人科、精神科）
＊360度評価も導入（指導医以外に他職種の評価）



医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に
関する省令の施行について（平成30年7月3日
付医政発0703第2号）様式18-20

それに伴い、評価票も刷新されました

A. 医師としてのプロフェッショナリズム
に関する評価 1ページ

B. 資質・能力に関する評価
9ページ

C. 基本的診療業務に関する評価
1ページ

合計11枚！



国立大学附属病院長会議で開発（2020年度運用開始）
厚労省施行通知（医師臨床研修ガイドライン）に準拠
PCや携帯端末（スマホ）で入力可能
使用料金：研修医1名あたり3,000円（税込）

EPOC 2 オンライン臨床教育評価システム
Evaluation and portfolio system of clinical training
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研修統括部門指導医
上級医研修医

UMIN 大学病院医療情報ネットワークセンター
(University hospital Medical Information Network ）

プログラム管理者

EPOC

インターネット

看護師
その他医療職

紙面評価は
大変なので



EPOC2は実はEPOCと異なる略語です

• EPOC：Evaluation system of 
POstgraduate Clinical training

• EPOC2：
E-POrtfolio of Clinical training 2
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EPOC 2  とは？ = E-POrtfolio of Clinical 
training 2
オンライン臨床教育評価システム

➢ （紙の評価票ではなく）インターネットを用いた評価システムのこと。
➢ 例えば、紙で今回の評価を運用すると、

研修評価票Ⅰ（1 枚）＋Ⅱ（9 枚）＋Ⅲ（1 枚）＝合計 11 枚の評価票
これが複数の評価者＋研修医からプログラム責任者・研修管理委員会に

各診療科の研修が終わるごとに提出される
➢ →研修修了までに膨大な評価票を管理することになり、これらの記録を
電子的に管理・保存する必要が出てきた。

➢ また、評価だけでなく研修医の以後のキャリアに関わる記録
（経験症例や経験研修の記録）を保存しておくことができる。



研修医を複数の視点から評価する仕組み

研修医の自己評価入力

指導医から研修医評価入力

他職種から研修医評価入力

研修施設が評価内容を統括

• ４者それぞれからの入力が
求められる。



現場で評価する項目には以下があります

1. 研修医が「症候(29項目)/疾患(26項目)」を登録したら、

適宜承認＋病歴要約の確認をする

2. 「研修評価表Ⅰ(4項目)・Ⅱ(9+下位32項目)・Ⅲ(4項目)」を
研修医のローテーション終了後に入力する

3. 「基本的臨床手技（臨床手技26、検査手技5、診療録2項目）」を
指導し次第登録＋適宜更新する

看護師さんも入力



EPOC2での評価入力の仕方



EPOC 2のホームページ画面 https://epoc2.umin.ac.jp/
オンライン臨床教育評価システム(EPOC2)

※「運用系ー医療者」というタブをクリックしないで下にスクロールしますと
「研修プログラム管理担当者」と「研修施設担当者」という管理者権限のログイン先しか出現しないため、ご注意ください。

最初にサイト上方にある黄色の「運用系ー医療者」というタブをクリック

パソコン（KING端末含む）、タブレット、スマホなどイ
ンターネットにアクセスできる端末から入力。

https://epoc2.umin.ac.jp/
https://epoc2.umin.ac.jp/


EPOC 2のホームページ画面 https://epoc2.umin.ac.jp/

※UMIN-IDをお持ちでない場合は事務局に発行の申請が必要です。

「指導医ログイン」という画面が現れますので、クリックして下さい。

※ログインにはUMIN-IDが必要です。

https://epoc2.umin.ac.jp/


同サイトにマニュアルもあります



➢ 2年間の研修で経験が
必修とされる項目（右図）

➢ 承認の可否は以下を含む
カルテ内の病歴要約を参考に
○ 病歴
○ 身体所見
○ 検査所見
○ アセスメント
○ プラン（診断、治療、教育）
○ 考察等

※EPOC2サイトには病歴要約は載りません

1.「症候(29項目)/疾患(26項目)」を研修医が入力→指導医が承認



注：当院ではQRコード
運用を行っていません。
直接、ログインして
ご確認ください。



こちらの承認作業を必ず行ってください。



2. 「研修評価表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」入力

● 研修医が適切に研修を行えているか？を評価
→研修医へのフィードバックや修了判定の判断材料となる

到達目標の、
● Ⅰ：「A. 医師としての基本的価値観 （プロフェッショナリズム）」に

関する評価
● Ⅱ：「B. 資質・能力」に関する評価
● Ⅲ：「C. 基本的診療業務」に関する評価
について評価していただきます。



評価票の項目



研修医の自己評価
入力にかかわらず、
入力できます。





＜検査手技＞5項目
● 血液型判定・交差適合試験
● 動脈血ガス分析（動脈採血を含む）
● 心電図の記録
● 超音波検査（心）
● 超音波検査（腹部）

＜診療録＞2項目
● 診療録の作成
● 各種診断書（死亡診断書を含む）の作成

3. 「基本的臨床手技」の入力
＜臨床手技＞26項目
●気道確保
●人工呼吸（バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を
含む。）
●胸骨圧迫
●圧迫止血法
●包帯法
●採血法（静脈血、動脈血）
●注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）
●腰椎穿刺
●穿刺法（胸腔、腹腔）
●導尿法
●ドレーン・チューブ類の管理
●胃管の挿入と管理
●局所麻酔法
●創部消毒とガーゼ交換
●簡単な切開・排膿
●皮膚縫合
●軽度の外傷・熱傷の処置
●気管挿管
●除細動

○指導した手技について適宜入力する。

○評価後も再入力できるため、研修医の手
技が進歩していれば再評価する。







評価のタイミングについて

• 原則、ローテーション終了毎です。
• 従って、1-3か月毎が多くなります。
＜図1＞

• 連続しない同一ローテーションで
は、まとめずにその都度入力を
行ってください。＜図2＞

• 4か月以上の長期ローテーでは途中
評価が望ましいとされ、2か月単位
で評価をご入力ください。＜図3＞

図1

図2

図3



修了判定
• 指導医からのローテーション
終了時の評価票が判定の基礎
資料になりますので、入力を
行ってください。
（研修医の自己評価は自己の振り返りのた
めに課していますが、修了判定により必要
なのは他者評価です）

• また、経験すべき症候/疾患も
必須ですので、承認作業を
行ってください。



研修医からの依頼について
• 研修医には右のマニュアルのように周知
しています。

• ただし、評価票ⅠⅡⅢの指定は別メニュー
になるため徹底されていない状況です。

• また、研修医から「複数の先生に指導を受
けて、誰を指定してよいかわからない」と
いう声も聞かれます。

• 科内のローテー時オリエンテーションなどで、
評価依頼する指導医を研修医に周知
してください。

• もし評価者を科内で固定する場合は、研修セ
ンターにご一報ください。そのローテーでは
自動的に指定の先生に毎回評価依頼が行くよ
うに管理者IDで設定することができます。
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