
37 印鑑の管理について 
 

 
 

当センターでの印鑑の使用・管理について 
《押印の責任について》 

 １．印鑑は各自の責任において管理すること 
 ２．押印には、当然ながら本人が責任を持つこと 

        委譲して（代理人）押印してもらっても、責任は本人にある 
 
 
《注意事項》 
一括に集め、誰もが勝手に使用できるような状況は作らないこと 

 
《解 説》 
印を押す（印が押してある）ということは・・・ 

  『本人又は代理人の意志に基づいて押された』ということ 
 
民事訴訟法で以下のように記載されている。 
私文書に「本人又はその代理人の署名又は押印があるとき、その文章は真正に成立したものと推定され

ると定める。（民事訴訟法228条４項）」 
これは、「成立の真正」と呼ばれて文書の名義が真正であることを意味し、内容が真正であることを意
味する「内容の真正」とは区別される。つまり、内容は本物かわからないが、その契約は成立したと推
測されるという意味になる。 

 
すなわち、『印を押す』という行為は、了解の証明であり、確かに受け取りました・承知しました・間
違いありません ということを示す。 
印鑑は個人が管理するべきものであり、押印をするという行為には責任が伴う。代理人が押印する場合
も同様となる。 

 
印鑑を押すという行為の重さ『印鑑の重さ』について、各自理解すること 

 
 

 

38 研修医の医療 
    

38-1 研修医が単独で行なってよい処置・処方の基準 
   

東京医科大学茨城医療センターにおける診療行為のうち、研修医が、指導医の同席なしに単独で行なっ
てよい処置と処方内容の基準を示す。実際の運用に当たっては、個々の研修医の技量はもとより、各診療
科・診療部門における実状を踏まえて検討する必要がある。 
各々の手技については、例え研修医が単独で行ってよいと一般的に考えられるものであっても、施行が

困難な場合は無理をせずに上級医・指導医に任せる必要がある。また、２年次研修医（研修医1年目の年
末年始以降の者）に関しては、単独で行ってよい処置・処方の基準を、各科の判断により適宜変更するこ
とができることとする。 
なお、ここに示す基準は通常の診療における基準であって、緊急時はこの限りではない。 

 
Ⅰ．診 察  
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．全身の視診、打診、触診 
 B．簡単な器具（聴診器、打鍵器、血圧計など）を用いる全身の診察 
 C．直腸診 
 D．耳鏡、鼻鏡、検眼鏡による診察 
   診察に際しては、組織を損傷しないように十分に注意する必要がある 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．内診 
 
Ⅱ．オーダー  
研修医が単独で行なってよいこと 
処方（内服薬・注射薬・輸血）以外のオーダー入力 
ただし、１年次研修医（研修医１年目の年末年始以前） は、オーダー前に、オーダー入力内容を指導

医と協議すること。この場合、上級医による確認のサインは必要ない 
 
Ⅲ．検 査  
１．生理学的検査 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．心電図 
 B．聴力、平衡、味覚、嗅覚、知覚 
 C．視野、視力 
 D．眼球に直接触れる検査 
   眼球を損傷しないように注意する必要がある 
 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．脳波 
 B．呼吸機能（肺活量など） 
 C．筋電図、神経伝導速度 
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２．内視鏡検査など 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．喉頭鏡 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．直腸鏡 

B．肛門鏡 
 C．食道鏡 
 D．胃内視鏡 
 E．大腸内視鏡 
 F．気管支鏡 
 G．膀胱鏡 
 H．コルポスコピー 

 
３．画像検査 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．超音波（経膣超音波を除く） 
  内容によっては誤診に繋がる恐れがあるため、検査結果の解釈・判断は指導医と協議する 

必要がある 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．単純X線撮影 
 B．CT撮影 
 C．MRI撮影 
 D．血液造影 
 E．核医学検査 
 F．消化管造影 
 G．気管支造影 
 H．脊髄造影 

 
４．血管穿刺と採血 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．末梢静脈穿刺と静脈ライン留置 
  血管穿刺の際に神経を損傷した事例もあるので、確実に血管を穿刺する必要がある 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 B．動脈穿刺 
  肘窩部では上腕動脈は正中神経に伴走しており、神経損傷には十分に注意する 
  動脈ラインの留置は、研修医単独で行なってはならない 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
研修医単独で行なってはいけないこと 
 A．化学療法目的の静脈ライン確保 

B．中心静脈穿刺（鎖骨下、内頚、大腿） 
 C．動脈ライン留置 
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２．内視鏡検査など 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．喉頭鏡 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．直腸鏡 

B．肛門鏡 
 C．食道鏡 
 D．胃内視鏡 
 E．大腸内視鏡 
 F．気管支鏡 
 G．膀胱鏡 
 H．コルポスコピー 

 
３．画像検査 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．超音波（経膣超音波を除く） 
  内容によっては誤診に繋がる恐れがあるため、検査結果の解釈・判断は指導医と協議する 

必要がある 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．単純X線撮影 
 B．CT撮影 
 C．MRI撮影 
 D．血液造影 
 E．核医学検査 
 F．消化管造影 
 G．気管支造影 
 H．脊髄造影 

 
４．血管穿刺と採血 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．末梢静脈穿刺と静脈ライン留置 
  血管穿刺の際に神経を損傷した事例もあるので、確実に血管を穿刺する必要がある 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 B．動脈穿刺 
  肘窩部では上腕動脈は正中神経に伴走しており、神経損傷には十分に注意する 
  動脈ラインの留置は、研修医単独で行なってはならない 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
研修医単独で行なってはいけないこと 
 A．化学療法目的の静脈ライン確保 

B．中心静脈穿刺（鎖骨下、内頚、大腿） 
 C．動脈ライン留置 
 

 

 D．小児の採血 
  とくに指導医の許可を得た場合はこの限りではない 

年長の小児はこの限りではない 
 E．小児の動脈穿刺 
  年長の小児はこの限りではない 

 
５．穿刺 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．皮下の嚢胞 
 B．皮下の膿瘍 
 C．関節 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．深部の嚢胞 
 B．深部の膿瘍 
 C．胸腔 
 D．腹腔 
 E．膀胱 
 F．腰部硬膜外穿刺 
 G．腰部くも膜下穿刺 
 H．針生検 

 
６．産婦人科 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．内診および膣内操作 

 
７．その他 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．アレルギー検査（貼付） 
 B．長谷川式痴呆テスト 
 C．MMSE 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．発達テストの解釈 
 B．知能テストの解釈 
 C．心理テストの解釈 

 
Ⅳ．治 療  
１．処置 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．皮膚消毒、包帯交換 
 B．創傷処置 
 C．外用薬貼付・塗布 
 D．気道内吸引、ネブライザー 
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 E．導尿 
  前立腺肥大などのためにカテーテルの挿入が困難なときは無理をせずに指導医に任せる 
  新生児や未熟児では、研修医が単独で行なってはならない 
 F．浣腸 
  新生児や未熟児では研修医が単独で行なってはならない 
  潰瘍性大腸炎や老人、その他、困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 G．胃管挿入（経管栄養目的以外のもの） 
  反射が低下している患者や意識のない患者では、胃管の位置をX線などで確認する 
  新生児や未熟児では、研修医が単独で行なってはならない 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 H．気管カニューレ交換 
  研修医が単独で行なってよいのはとくに習熟している場合である 

技量にわずかでも不安がある場合は、上級医師の同席が必要である 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．ギプス巻き  
 B．ギプスカット 
 C．胃管挿入（経管栄養目的のもの） 
  反射が低下している患者や意識のない患者では、胃管の位置をX線などで確認する 

 
２．注射 
研修医が単独で行なってよいこと 

  A．皮内 
 B．皮下 

  C．筋肉 
  D．末梢静脈 
  E．関節内 
研修医が単独で行なってはいけないこと 

  A．中心静脈（穿刺を伴う場合） 
  B．動脈（穿刺を伴う場合） 
   目的が採血ではなく、薬剤注入の場合は、研修医が単独で動脈穿刺をしてはならない 
 
３．麻酔 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．局所浸潤麻酔 

   局所麻酔薬のアレルギーの既往を問診し、説明・同意書を作成する 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．脊髄麻酔 

  B．硬膜外麻酔（穿刺を伴う場合） 
 
４．外科的処置 
研修医が単独で行なってよいこと 

  A．抜糸 
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 E．導尿 
  前立腺肥大などのためにカテーテルの挿入が困難なときは無理をせずに指導医に任せる 
  新生児や未熟児では、研修医が単独で行なってはならない 
 F．浣腸 
  新生児や未熟児では研修医が単独で行なってはならない 
  潰瘍性大腸炎や老人、その他、困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 G．胃管挿入（経管栄養目的以外のもの） 
  反射が低下している患者や意識のない患者では、胃管の位置をX線などで確認する 
  新生児や未熟児では、研修医が単独で行なってはならない 
  困難な場合は無理をせずに指導医に任せる 
 H．気管カニューレ交換 
  研修医が単独で行なってよいのはとくに習熟している場合である 

技量にわずかでも不安がある場合は、上級医師の同席が必要である 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．ギプス巻き  
 B．ギプスカット 
 C．胃管挿入（経管栄養目的のもの） 
  反射が低下している患者や意識のない患者では、胃管の位置をX線などで確認する 

 
２．注射 
研修医が単独で行なってよいこと 

  A．皮内 
 B．皮下 

  C．筋肉 
  D．末梢静脈 
  E．関節内 
研修医が単独で行なってはいけないこと 

  A．中心静脈（穿刺を伴う場合） 
  B．動脈（穿刺を伴う場合） 
   目的が採血ではなく、薬剤注入の場合は、研修医が単独で動脈穿刺をしてはならない 
 
３．麻酔 
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．局所浸潤麻酔 

   局所麻酔薬のアレルギーの既往を問診し、説明・同意書を作成する 
研修医が単独で行なってはいけないこと 
 A．脊髄麻酔 

  B．硬膜外麻酔（穿刺を伴う場合） 
 
４．外科的処置 
研修医が単独で行なってよいこと 

  A．抜糸 

 

  B．ドレーン技法 
   時期、方法については指導医と協議する 
  C．皮下の止血   
  D．皮下の膿瘍切開・排膿 
  E．皮膚の縫合 
研修医が単独で行なってはいけないこと 

  A．深部の止血 
   応急処置を行なうのは差し支えない 
  B．深部の膿瘍切開・排膿 
  C．深部の縫合 
 
５．処方 
研修医が単独で行なってよいこと 

  内服、注射処方に対する実施確認 
研修医が単独で行なってはいけないこと 

  A．すべての内服薬処方（麻薬含む） 
  １年次研修医は、処方箋作成の前に、処方内容を指導医と協議すること  

   １年次研修医は、処方後、投与前に上級医に処方箋を見せ、確認のサインをもらうこと 
   ２年次研修医に関しては、上級医による確認のサインの必要性は各科の判断に委ねる 
  B．すべての注射処方（麻薬含む） 
   １年次研修医は、注射処方箋作成の前に、処方内容を指導医と協議すること 
   １年次研修医は、処方後、投与前に上級医に処方箋を見せ、確認のサインをもらうこと 
   ２年次研修医に関しては、上級医による確認のサインの必要性は各科の判断に委ねる 

 C．理学療法 
   研修医は、処方箋の作成の前に、処方内容を指導医と協議すること 
   注）法律により、麻薬施用者免許を受けている医師以外は麻薬を処方してはいけない 
 
６．輸血 
研修医が単独で行なってよいこと 

  A．輸血の確認と実施 
  研修医は、指導医のサインがある輸血指示書に従い、研修医と看護師との確認作業を行った上で輸血

することができる 
研修医が単独で行ってはいけないこと 
 A．輸血指示書の作成 

   研修医は、輸血指示書作成の前に、指示内容を指導医と協議すること 
   研修医は、輸血指示後、投与前に指導医に指示書を見せ、確認のサインをもらうこと 
 
Ⅴ．その他  
研修医が単独で行なってよいこと 
 A．インスリン自己注射指導 

   インスリンの種類、投与量、投与時刻はあらかじめ指導医のチェックを受ける。 
  B．血糖値自己測定指導 
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研修医が単独で行なってはいけないこと 
  A．病状説明 
   正式な場での病状説明は研修医単独で行なってはならないが、ベッドサイドでの病状に対する簡単

な質問に答えるのは研修医が単独で行なって差し支えない 
 B．各種同意書をとるための説明 

   1年次研修医、2年次研修医が単独で行ってよいものといけないものを下記のとおり示す 
 １年次研修医 2年次研修医 

大学病院としての特性に関する説明書 ○ ○ 
手術説明書 × × 
静脈血栓塞栓症の予防に関する説明書 ○ ○ 
輸血療法に関する説明書 ○ ○ 
特定生物由来製品に関する説明書 ○ ○ 
身体拘束の必要性に関する説明書 ○ ○ 
経管栄養法に関する説明書 ○ ○ 
自己血輸血療法に関する説明書 × × 
麻酔に関する説明書 ○ ○ 
化学療法に関する説明書 × × 
中心静脈確保に関する説明書 ○ ○ 
同意書＜特定室料＞ × × 
心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査・経皮的冠動脈形成術 説明書 × × 
人工妊娠中絶同意書 × × 

MRI用肝特異性造影検査（Gb-EOB）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
MRI用肝特異性造影検査（SPIO）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
MRI造影検査（ｶﾄﾞﾘﾆｳﾑ製剤）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
ﾖｰﾄﾞ造影検査に関する説明書/同意書 ○ ○ 
ｿﾅｲﾄﾞ造影超音波検査に関する説明書/同意書 ○ ○ 
出生証明書 × × 
入院治療計画書 ○ ○ 
退院治療計画書 ○ ○ 

  C．病理解剖 
  D．病理診断報告 
  E．診断書、各種証明作成 
   但し、死亡診断書および死体検案書は指導医の責任と指導のもとに作成することができる。 
注）文章中の『１年次研修医』『２年次研修医』『上級医』とは次のとおり定義する。 
  ・１年次研修医：研修医１年目の１１月末日まで 
  ・２年次研修医：研修医１年目の１２月１日以降 
  ・上級医：後期臨床研修医以上の医師 

東京医科大学茨城医療センター安全管理委員会 

東京医科大学茨城医療センター卒後臨床研修運営部会 
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研修医が単独で行なってはいけないこと 
  A．病状説明 
   正式な場での病状説明は研修医単独で行なってはならないが、ベッドサイドでの病状に対する簡単

な質問に答えるのは研修医が単独で行なって差し支えない 
 B．各種同意書をとるための説明 

   1年次研修医、2年次研修医が単独で行ってよいものといけないものを下記のとおり示す 
 １年次研修医 2年次研修医 

大学病院としての特性に関する説明書 ○ ○ 
手術説明書 × × 
静脈血栓塞栓症の予防に関する説明書 ○ ○ 
輸血療法に関する説明書 ○ ○ 
特定生物由来製品に関する説明書 ○ ○ 
身体拘束の必要性に関する説明書 ○ ○ 
経管栄養法に関する説明書 ○ ○ 
自己血輸血療法に関する説明書 × × 
麻酔に関する説明書 ○ ○ 
化学療法に関する説明書 × × 
中心静脈確保に関する説明書 ○ ○ 
同意書＜特定室料＞ × × 
心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査・経皮的冠動脈形成術 説明書 × × 
人工妊娠中絶同意書 × × 

MRI用肝特異性造影検査（Gb-EOB）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
MRI用肝特異性造影検査（SPIO）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
MRI造影検査（ｶﾄﾞﾘﾆｳﾑ製剤）に関する説明書/同意書 ○ ○ 
ﾖｰﾄﾞ造影検査に関する説明書/同意書 ○ ○ 
ｿﾅｲﾄﾞ造影超音波検査に関する説明書/同意書 ○ ○ 
出生証明書 × × 
入院治療計画書 ○ ○ 
退院治療計画書 ○ ○ 

  C．病理解剖 
  D．病理診断報告 
  E．診断書、各種証明作成 
   但し、死亡診断書および死体検案書は指導医の責任と指導のもとに作成することができる。 
注）文章中の『１年次研修医』『２年次研修医』『上級医』とは次のとおり定義する。 
  ・１年次研修医：研修医１年目の１１月末日まで 
  ・２年次研修医：研修医１年目の１２月１日以降 
  ・上級医：後期臨床研修医以上の医師 

東京医科大学茨城医療センター安全管理委員会 

東京医科大学茨城医療センター卒後臨床研修運営部会 

38-2 注射と処方箋のダブルチェックに関して 
 
 
初期臨床研修医における注射と処方箋の指示出しについては、安全管理上、１年次研修医単独での注射、

内服の指示が成立しないよう、下記のとおり規程を設けて行うことといたします。 
 
＜定時注射、定時・臨時処方について＞ 
オーダリング画面上、１年次研修医が入力した場合、画面上では判断できるが、画面上でダブルチェッ
ク機能を作り出すことは不可能なため、次のような運用方法とする。 
①１年次研修医がオーダリングシステムにてオーダーをする。 
②オーダーをしたものをプリントアウトする。 

   ※帳票上で、１年次研修医がオーダー入力したことが分かるように「（研１）マーク」をつける。別
の医師サイン欄を設ける。 

③別の医師（上級医）が帳票の医師サイン欄にサインをする。 
⇒１年次研修医および別の医師（上級医）の両方のサインがないと看護師が受け取らないこととする。 

 
＜臨時注射について＞ 
指示伝票上、１年次研修医と後期臨床研修医以上の医師、二つのサインがあって初めて指示書として成
立することとする。 
 

＜抗がん剤投与・麻薬投与について＞ 
定時注射と同様の運用とする。 
 

＜実施確認サインについて＞ 
１年次研修医においても単独にて実施確認のサインをすることが可能である。 
 

＜オーダリングシステムにおける、処方箋・注射箋の表記について＞ 
１）１年次研修医がオーダーした場合 

   入院処方箋（控）と注射箋（病棟用）で医師名欄の近くに 
『 （研１） 』      と印字します。 

２）２年次研修医がオーダーした場合 
   入院処方箋（控）と注射箋（病棟用）で医師名欄の近くに 

『 （研２） 』      と印字します。 
３）オーダー内容に抗がん剤がある場合 

   入院処方箋（控）と注射箋（病棟用）で抗がん剤名の左横に 
『 腫 』         と印字します。 

 ４）オーダー内容に麻薬がある場合 
   麻薬処方箋は別に印刷されます。 

（入院・外来）処方箋の処方箋名の前に「麻薬」と記載され、それぞれ 
        『 麻薬（入院）処方箋 』 

『 麻薬（外来）処方箋 』    と印字します。 
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   入院実施確認表の処方箋名の前に「麻薬」と記載され、 
        『 麻薬処方箋（実施確認表） 』 と印字します。 
   注射箋（病棟確認用）の麻薬名の左横に 
            『 麻 』        と印字します。 
 
   ※院外処方箋には、麻薬である旨は印字されません。 
 
注）文章中の『１年次研修医』『２年次研修医』『上級医』とは次のとおり定義する。 
  ・１年次研修医：研修医１年目の１１月末日まで 
  ・２年次研修医：研修医１年目の１２月１日以降 
  ・上級医：後期臨床研修医以上の医師 
 
 
 

東京医科大学茨城医療センター卒後臨床研修運営部会 
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