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内科

北海道・東北

北海道

北海道民主医療機関連
合会 内科専門研修プロ 10
グラム

勤医協中央病院

勤医協札幌病院、勤医協札 当研修プログラムは，北海道の地域医療を担うことができる内科医の育成を目的としていま
幌西区病院、西区ひだまりク す。専攻医は、総合的な内科の知識・技術を習得し、へき地医療から高度専門医療まで、ま
た外来診療や在宅医療から回復期・急性期病棟，救急診療まで、あらゆる内科の診療の場
リニック、勤医協苫小牧病
で活躍できる医師を目指します。また知識・技術の習得のみならず、医療者としての人間性
院、勤医協伏古 10 条クリ
ニック、勤医協札幌北区ぽぷ を涵養し、医学・医療の発展のために努力する医師を目指します。
らクリニック、道北勤医協一条 北海道民医連の各施設は、いのちの平等を掲げ、無差別・平等の医療を実践しています。
通病院、一条クリニック、道東 その医療活動の中心を担う医師を育てることが、当研修プログラムの第一の目的です。医
勤医協釧路協立病院 協立す 師としての知識と技術を十分に備え全人的な診療を行うとともに、医療をとりまく情勢を十分
こやかクリニック、道南勤医協 に捉えることができる社会性を身に付けることも重要な課題です。
問い合わせ先
函館稜北病院 稜北クリニッ
ク、十勝勤医協帯広病院、オ 〒007-8505
ホーツク勤医協北見病院、
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
さっぽろ神経内科病院、さっ Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
ぽろ神経内科クリニック
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

内科

北海道・東北

青森

青森県立中央病院内科
専門医研修プログラム 7

青森県立中央病
院

あおもり協立病院

内科

北海道・東北

青森

中通総合病院内科専門 3
研修プログラム

中通総合病院

健生病院、大曲中通病院

内科

北海道・東北

岩手

岩手県立中央病院内科 12
専門研修プログラム

岩手県立中央病
院

川久保病院

内科

北海道・東北

宮城

坂総合病院内科専門研 6
修プログラム

坂総合病院

長町病院、泉病院、古川民主
病院、山形至誠堂総合病院、
仙台錦町診療所、しばた協同
クリニック、松島海岸診療所

2018/02/28
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内科

北海道・東北

秋田

中通総合病院内科専門
3
研修プログラム

中通総合病院

健生病院、大曲中通病院

内科

北海道・東北

山形

坂総合病院内科専門研
6
修プログラム

坂総合病院

至誠堂総合病院

2018/02/28

QRコード

本プログラム専門研修施設群での3年間（基幹施設2年間＋連携・特別連携施設1年間）に、
標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な知識と技能とを習得できます。基幹施設
である中通総合病院での2年間で、70疾患群のうち、少なくとも45疾患群、120症例以上を
経験できます。そして、指導医による形成的な指導を通じて、内科専門医ボードによる評価
に合格できる29症例の秒冷気要約を作成します。また、専門研修施設群での
1年間で、最
終的に56疾患群、160症例以上を経験し、専攻医登録評価システムに登録できます。
なお、サブスペシャリティー決定次第、研修達成度も勘案しながらサブスペ連動研修も可能
です。この場合の指導、評価はSubspecialty指導医が行います。
（研修医へのメッセージ）
当院は秋田市の中心市街地にある急性期総合病院で年間約
3000台の救急車搬入があり
多くの救急症例を経験できます。また多岐にわたる内科疾患例が入院し各分野の指導医の
もとでリサーチマインドをもった内科医として総合的力量を獲得できます。また等プログラム
を構成する連携施設・特別連携施設はそれぞれ特色があり、
3年間の専門研修を通じて、医
療圏・地域に必要とされる、そしてこれからの医療に求められる広い視野と深い洞察力を備
えた内科専門医に育つことは間違いありません。大きな飛躍に向かって是非、共に学び合
いましょう。
問い合わせ先 中通総合病院 臨床研修担当部 アドレス meiwajin@meiwakai.or.jp
当院は、地域医療連携の中で一般の急性期医療から回復期、慢性期の医療を担っていま
す。
一般診療所、在宅療養支援診療所、各種訪問サービス事業所、介護老人保健施設等の関
連施設を整え、病院での急性期および回復期の医療から在宅医療まで一貫した総合的な
医療、介護サービスを提供できる体制を整えています。その設備群を活用して、地域医療の
担い手としての医師養成に努めています。
＜詳細情報のアクセス先＞
至誠堂総合病院ホームページhttp://www.shiseido-hp-jp
＜お問い合わせ先＞
〒990-0045 山形市桜町7-44
医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院 医局事務 笠原 仁、加藤亜希子
TEL 023-622-7181 FAX 023-642-8101
E-Mail：ikyokujimu@shiseido-hp.jp
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【至誠堂総合病院】
至誠堂総合病院は、地域医療連携の中で一般の急性期医療から回復期、慢性期の医療を
担っています。
一般診療所、在宅療養支援診療所、各種訪問サービス事業所、介護老人保健施設等の関
連施設を整え、病院での急性期および回復期の医療から在宅医療まで一貫した総合的な
医療、介護サービスを提供できる体制を整えています。その設備群を活用して、地域医療の
担い手としての医師養成に努めています。
＜詳細情報のアクセス先＞ 至誠堂総合病院ホームページhttp://www.shiseido-hp-jp
＜お問い合わせ先＞ 〒990-0045 山形市桜町7-44
医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院 医局事務 笠原 仁、加藤亜希子
TEL 023-622-7181 FAX 023-642-8101 E-Mail：ikyokujimu@shiseido-hp.jp
【鶴岡協立病院】
鶴岡協立病院はベッド数199床、１日平均200名の患者様が来院する一般病院として、急
性期及び慢性期の疾病の治療を担っています。また、介護や保健予防活動、医療制度や社
会保障の改善にも力を入れている病院です。
医療分野のみにとどまらず、医療生活協同組合やまがたのネットワークを活用して、介護
分野でのデイケアや訪問看護、保健予防では健診。人間ドック、さらにはメディカルフィットネ
スでの健康づくりなど総合的サービスを提供し、皆様の命と健康を守っていきたいと考えて
います。
また、安心して医療にかかりたいという住民要求の実現と、地域住民の皆様や開業医の皆
様、そしてより多くの医療従事者のお力をお借りしながら「いつまでも住み続けられる町」を
目指しています。
鶴岡協立病院はベッド数199床、１日平均200名の患者様が来院する一般病院として、急性
期及び慢性期の疾病の治療を担っています。また、介護や保健予防活動、医療制度や社会
保障の改善にも力を入れている病院です。
医療分野のみにとどまらず、医療生活協同組合やまがたのネットワークを活用して、介護
分野でのデイケアや訪問看護、保健予防では健診。人間ドック、さらにはメディカルフィットネ
スでの健康づくりなど総合的サービスを提供し、皆様の命と健康を守っていきたいと考えて
います。
また、安心して医療にかかりたいという住民要求の実現と、地域住民の皆様や開業医の皆
様、そしてより多くの医療従事者のお力をお借りしながら「いつまでも住み続けられる町」を
目指しています。

内科

北海道・東北

山形

山形大学医学部附属病
院内科専門医研修プロ 32
グラム

山形大学医学部
附属病院

至誠堂総合病院、鶴岡協立
病院

内科

北海道・東北

山形

日本海総合病院内科専 10
門研修プログラム

日本海総合病院

鶴岡協立病院、本間病院

内科

北海道・東北

福島

東北大学病院内科専門 55
研修プログラム

東北大学病院

医療生協わたり病院

お問合せ 医療生協わたり病院 医局事務課まで
福島県福島市渡利字中江町３４（福島駅より徒歩２０分）
電話 : 024-521-2056 メール : rinken@watari-hp.jp

内科

北海道・東北

福島

福島県立医科大学内科 40
専門医研修プログラム

福島県立医科大
学

医療生協わたり病院

お問合せ 医療生協わたり病院 医局事務課まで
福島県福島市渡利字中江町３４（福島駅より徒歩２０分）
電話 : 024-521-2056 メール : rinken@watari-hp.jp

通町診療所

【※日高病院PG紹介より抜粋】
研修施設群は群馬県内人口集中地域から中山間地域にわたり、急性期医療から在宅医療
までをカバーしており、地域密着型の実践的プログラムが研修可能です。
本プログラムでの研修を経て群馬県の医療事情を理解し、基本的な臨床能力獲得後は内
科専門医として県全域を支え、将来的には地域医療の指導的役割を果たせる人材育成を
行います。

内科

北関東・甲信越 群馬

2018/02/28

日高病院内科専門医研 3
修プログラム

日高病院

QRコード
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内科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学内科専門医プ 30
ログラム

群馬大学

利根中央病院

内科

北関東・甲信越 群馬

前橋赤十字病院内科専 6
門研修プログラム

前橋赤十字病院

利根中央病院

内科

北関東・甲信越 群馬

長野中央病院内科専門 5
研修プログラム

長野中央病院

利根中央病院

北関東・甲信越 埼玉

埼玉協同病院内科専門 3
研修プログラム

専攻医の将来像に合わせて、内科標準コース①、内科標準コース②、サブスペシャルティ重
点コース①、サブスペシャルティ重点コース②の4つのコースを設けています。4つのうち3
コースは同一法人内の研修施設のみで研修を行うことができ、処遇等への心配がありませ
ん。
連携施設：埼玉西協同病院、 サブスペシャルティ領域の消化器、呼吸器、糖尿病、循環器の研修が可能です。
医療生協さいたま
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
甲府共立病院
生活協同組合 埼
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
特別連携施設：熊谷生協病
玉協同病院
問い合わせ
院
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

北関東・甲信越 新潟

オール新潟（大学基幹） 50
内科専門研修プログラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

甲府共立病院

連携施設：石和共立病院、汐
田総合病院、埼玉協同病院 〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
特別連携施設：巨摩共立病 ℡：055-226-3131（代表）
院、武川診療所、御坂共立診 メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp
療所、ますほ共立診療所、竜
王共立診療所、共立診療所さ 詳細資料は別紙PDF参照
るはし

内科

内科

北関東・甲信越 山梨

2018/02/28
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甲府共立病院内科専門
3
研修プログラム

QRコード

救急や外来医療・入院管理・訪問診療・地域医療などの「現場」から見えてくる問題に誠実
に取り組むことで医療を実践する能力を身につける。医療の専門家として進歩する知見や
技術を日々追及し、これを患者様に還元するよう努力するパートナー（コメディカル）とともに
患者様を尊重したチーム医療を主体的に行うプライマリ・ヘルスケアの観点から地域医療要
求を理解し実践する。
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内科

北関東・甲信越 長野

長野中央病院内科専門
5
研修プログラム

長野中央病院

〇長野中央病院内科専門研修施設群研修施設は長野県長野医療圏、近隣医療圏及び近
隣県医療機関から構成されています。
長野中央病院は、長野県長野医療圏の中核的な急性期病院であるとともに、地域の病診・
病病連携の中核です。一方で地域に根ざす第一線の病院でもあり、高次病院や地域病院と
の病病連携や診療所（在宅訪問診療施設などを含む）との病診連携も経験できます。
連携施設、特別連携施設には、内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し、地域医療や
全人的医療を組み合わせて、急性期医療、慢性期医療および患者の生活に根ざした地域
医療を経験できることを目的に、高次機能・専門病院である信州大学附属病院、長野赤十
字病院、篠ノ井総合病院、地域基幹病院である松本協立病院、利根中央病院、および地域
医療密着型病院・診療所である上伊那生協病院、諏訪共立病院、健和会病院、上田生協診
松本協立病院、健和会病院、 療所で構成しています。
利根中央病院、諏訪共立病 高次機能・専門病院では、高度な急性期医療、より専門的な内科診療、希少疾患を中心と
院 上伊那生協病院、上田生 した診療経験を研修し、臨床研究や基礎的研究などの学術活動の素養を身につけます。
地域基幹病院では、長野中央病院と異なる環境で、地域の第一線における中核的な医療
協診療所(有床)
機関の果たす役割を中心とした診療経験をより深く研修します。また、臨床研究や症例報告
などの学術活動の素養を積み重ねます。
地域医療密着型病院及び特別連携施設では、地域に根ざした医療、地域包括ケア、在宅
医療などを中心とした診療経験をします。
〇内科基本領域とSubspecialty領域との連動研修（並行研修）について
内科専門研修期間中に行ったサブスペシャリティ領域の研修について、サブスペシャリティ
指導医が行った研修については、この研修を基本領域のみの専門研修とするのでなく、サ
ブスペシャリティ領域の専門研修としても取り扱うことができます。
【連絡先】 長野中央病院 （http://www.nagano-chuo-hospital.jp/） 電話：026-234-3211
医局担当事務次長 杉原大輔

内科

北関東・甲信越 長野

諏訪中央病院内科専門 4
研修プログラム

組合立諏訪中央
病院

松本協立病院

内科

関東

2018/02/28

栃木

国立病院機構栃木医療
センター内科研修医専 3
門プログラム

国立病院機構栃
木医療センター

宇都宮協立診療所、生協ふ
たば診療所

QRコード

本プログラムは，栃木県宇都宮市医療圏の中心的な急性期病院である栃木医療センターを
基幹施設として，栃木県宇都宮医療圏・近隣医療圏にある連携施設・特別連携施設とで内
科専門医研修を行うプログラムです．本プログラムを通して，専攻医が栃木県や宇都宮市
の医療事情や地域資源を理解し，地域で必要とされる実践的な医療を行える内科専門医と
しての訓練を積めるよう適切な研修・教育を提供します．また，基本的臨床能力獲得後は，
診療の場が変わったとしても，学びを継続し，地域の実情に応じた適切な対応ができる栃木
県全域を支える内科専門医の育成を行います．
〈お問い合わせ先〉
〒320-0061 宇都宮市宝木町2丁目1016-5
宇都宮協立診療所 医局事務 大野 学
TEL 028-650-7881 FAX 028-650-7884
E-mail : manabu.ono@tochigihoken.or.jp
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領域名

内科

地協名

関東

県名

千葉

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

船橋二和病院内科専門 3
研修プログラム

内科

関東

千葉

千葉県済生会習志野病
院内科専門研修プログラ 5
ム

内科

関東

東京

立川相互病院内科専門
6
研修プログラム

2018/02/28

船橋二和病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

東葛病院、汐田総合病院

QRコード

【病院の特徴】
船橋二和病院は、東葛南部医療圏の急性期医療の一翼を担う
2次医療機関であると同時
に、地域住民の医療に責任を持つという立場から、可能な限り患者さんに必要な医療を提
供することを目指し、小児、救急、入院～退院、慢性疾患管理、在宅医療までの総合的な医
療を実践してきました。超高齢社会を迎える中で、地域に求められる役割は専門分野だけで
なく、コモンディジーズや認知症をはじめとした高齢者医療、緩和ケア、終末期医療など多様
な対応が求められています。当院では、専門性と総合性を追求し、他科とも協力し合い、地
域で求められる役割に応えるチーム医療の一員として成長していける医師の育成を目指し
ています。
【内科専攻医へのメッセージ】
当院では、救急、入院～退院、慢性疾患管理、在宅医療までを主治医として受け持ち、継
続的な診断と治療を行うことはもちろん、他職種とも協力し、患者さんの社会的背景や家庭
での生活の質も考慮した総合的な医療、地域包括ケアの実践を心がけています。プライマリ
・ケアを経験できる研修を、後期研修の当初から導入しており、内科医として総合的な力量
を発揮できる場として重視してきました。ぜひ体験して医師としての経験値を上げていただき
たいと思います。内科専攻医として豊富な症例を経験し、知識・技術の向上に取り組みなが
ら、一方で地域医療の担い手としてのプライマリ･ケア能力を身につけられるよう、医師・看
護師・コメディカル等職員みんなで内科専攻医の成長をサポートします。
※希望者は、基本領域をしっかり学びつつ、subspecialty領域の研修を並行して行える
subspecialty並行研修コースも選択できます。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-974 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

【病院の特徴】
船橋二和病院は、東葛南部医療圏の急性期医療の一翼を担う
2次医療機関であると同時
に、地域住民の医療に責任を持つという立場から、可能な限り患者さんに必要な医療を提
供することを目指し、小児、救急、入院～退院、慢性疾患管理、在宅医療までの総合的な医
療を実践してきました。超高齢社会を迎える中で、地域に求められる役割は専門分野だけで
なく、コモンディジーズや認知症をはじめとした高齢者医療、緩和ケア、終末期医療など多様
社会福祉法人恩
な対応が求められています。当院では、専門性と総合性を追求し、他科とも協力し合い、地
賜財団済生会 千
船橋二和病院
域で求められる役割に応えるチーム医療の一員として成長していける医師の育成を目指し
葉県済生会習志
ています。
野病院
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp
立川相互病院は、東京の多摩地域の中心的な急性期病院であり、断らない医療で地域の
期待にこたえ、連携機関との関係を日常的に強めています。
専門診療科病棟とは別に、総合診療科病棟、365日24時間対応のERなどを要し、職員の
研修教育や様々な職種とのチーム医療を重視しています。
東葛病院、みさと健和病院、
立川相互病院
大田病院、川崎協同病院、汐 安心して専門医療を受けられ、かつ差額ベッド料のない急性期総合病院である本院を中心
に、療養型病院、回復期リハビリ・地域包括ケア病院、一般診療所、訪問看護・ヘルパース
田総合病院
テーションなど、多摩地域で広範な医療を展開し、また地域の医療機関や大学病院との連
携を通じ、最新医療技術の導入や地域医療の発展に努めています。
病気だけではなく、患者様の社会的背景も包括する全人的医療を実践し、主治医能力を磨
き、地域医療に貢献できる内科専門医を目指しましょう。
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領域名

内科

内科

地協名

関東

関東

県名

東京

東京

プログラム名

みさと健和病院内科専
門研修プログラム

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

3

東葛病院内科専門研修 5
プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

みさと健和病院

東葛病院、立川相互病院、大
田病院、大泉生協病院、東京
健生病院、柳原病院、王子生
協病院、小豆沢病院、中野共
立病院、みさと健和クリニッ
ク、健愛クリニック、柳原診療
所

東葛病院

連携施設：立川相互病院、船
橋二和病院、みさと健和病
院、大泉生協病院、大田病院
特別連携施設：みさと協立病
院、代々木病院、小豆沢病
院、中野共立病院、城南病
院、東葛病院付属流山セント
ラルパーク駅前診療所、東葛
病院付属診療所、あびこ診療
所、野田南部診療所

埼玉県の最南部にあり、東京都・千葉県との県境が近い首都圏に位置しながら、人口
10万
人あたりの医師数・病床数が全国最低クラスに位置する医療資源に乏しい地域です。そう
いった地理的条件により、地域の第一線の医療機関として稀な疾患から
commonな疾患ま
で幅広く地域の疾患の縮図を経験することができます。救急⇔総合診療⇔集中治療を一体
的に担う「救急・総合診療科」が主な研修の現場になります。専攻医は、チームの一員として
屋根瓦の指導体制を構成し、自らの研修を行いながら、初期研修医の指導も担い集団で成
長できる指導環境です。また、282床という規模の強みは、臓器別だけでない総合力の育成
と、各診療科との垣根の低さです。
都心へのアクセスは良好です。各種学術集会・研修会などへ参加しやすい地の利です。ご
興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
●お問い合わせ
みさと健和病院 医局事務 研修担当 長谷川 電話048-955-7171（代）
①東葛病院内科専門研修プログラムは、千葉県東葛北部医療圏の流山市において中心的
な急性期病院である東葛病院を基幹施設として、近隣医療圏および首都圏にある連携施設
・特別連携施設とで内科専門研修を経て、超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解
し、必要に応じた可塑性のある、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練さ
れます。
②東葛病院内科施設群の専門研修では、症例をある時点で経験するということだけではな
く、主担当医として、入院から退院、その後の外来通院から在宅医療まで可能な範囲で経時
的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調
整をも包括する全人的医療を実践します。そして、個々の患者に最適な医療を提供する計
画を立て実行する能力の修得を目標とします。
③基幹施設である東葛病院は、千葉県東葛北部医療圏の流山市において中心的な急性
期病院であるとともに、回復期・慢性期の病棟も持つケアミックスの病院であり、地域の医療
・介護・福祉連携の中核的な病院です。地域に根ざした第一線の病院だからこそ、コモン
ディジーズから稀な疾患の経験はもちろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者
の診療経験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や診療所との病診連携も経験できま
す。
⑨研修期間全体を通じて、他科・他職種との協働、各委員会活動、組織活動など、法人・事
業所を支える活動に取り組むことで、組織運営の実践、経営的視点を身につけます。地域で
取り組まれる様々な活動への参加を通じ、医療の社会性や
Bio Psycho Socialモデル（生
物・心理・社会モデル）、SDH（健康の社会的決定要因）やHPH（健康増進活動拠点病院）
活動への理解を深めます。地域包括ケアの時代に、地域とそこに暮らす人々の人権と健康
を守り、地域の医療・介護・福祉の向上に寄与することのできる人材育成を目指します。

内科

関東

神奈川

横浜市立大学内科専門
30
医育成プログラムF

横浜市立大学附
属病院

連携施設：汐田総合病院、川
崎協同病院
横浜市南部医療圏に位置する横浜市立大学附属病院を基幹病院とし，神奈川県横浜市を
特別連携施設：藤沢診療所、 中心とした地域において，初期臨床研修修了後に大学病院の内科系診療科が連携病院と
逗子診療所、神奈川診療所、 協力して、質の高い内科医を育成するもの。基幹施設１年間＋連携・特別連携施設２年間
戸塚病院、うしおだ在宅クリ の研修を基本とする。
ニック

内科

関東

神奈川

済生会横浜市東部病院 6
内科専門研修プログラム

社会福祉法人恩
賜財団済生会横
浜市東部病院

汐田総合病院

内科

関東

神奈川

昭和大学病院内科研修 40
プログラム

昭和大学病院

汐田総合病院

2018/02/28

QRコード
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領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

関東

神奈川

川崎市立川崎病院 内科 12
専門研修プログラム

川崎市立川崎病
院

汐田総合病院、川崎協同病
院

内科

関東

神奈川

東邦大学医療センター
大森病院 内科専門医研 30
修プログラム

東邦大学

汐田総合病院

横浜市立大学附
属市民総合医療
センター

連携施設：川崎協同病院
横浜市南部医療圏に位置する横浜市立大学附属市民総合医療センターを基幹病院とし，
特別連携施設：藤沢診療所、 神奈川県横浜市を中心とした地域において，初期臨床研修修了後に大学病院の内科
逗子診療所、神奈川診療所、 系診療科が連携病院と協力して、質の高い内科医を育成する。基幹施設１年間＋連携・特
戸塚病院、うしおだ在宅クリ 別連携施設２年間の研修を基本とするプログラム
ニック

関東労災病院

川崎協同病院、協同ふじさき
クリニック

城北病院

富山協立病院、城北診療所、 富山協立病院は老年医学、在宅医学の研修病院であり、ポストアキュート、サブアキュート
輪島診療所、上荒屋クリニッ 機能を担う地域の小病院です。主治医として、外来、在宅から入院、また、在宅や施設への
ク、寺井病院、光陽病院、光 退院調整と一連の流れを経験できます。サブアキュートの入院から在宅の看取りまで地域
陽生協クリニック、つるが生協 に密着した医療を経験できます。主治医として、患者を中心に社会的背景・家庭環境・患者
診療所
家族まで考えることのできる内科専門医をめざせるように教育に力をいれています。

城北病院

◆「生命の尊さが差別されてはならない」を基本に、地域の人びとや医療・福祉機関と連携
し、いつでも誰にでも安全安心な医療の実現に寄与する内科医師養成を目指す。金沢市の
急性期医療と地域医療を担っている地域一般病院の城北病院を基幹施設として、近隣と、
富山、福井の連携施設・特別連携施設で内科専門研修を行い、介護分野との連携も経験し
ながら地域医療を実践できる内科専門医を養成する。
◆城北病院は急性期病院であるとともに地域に根ざす第一線の病院でもあり在宅医療や
富山協立病院、城北診療所、 高齢者医療の実践から地域包括ケアシステムの中核を果たす地域医療密着型病院であ
輪島診療所、上荒屋クリニッ る。よってコモンディジーズの経験はもちろん，超高齢社会を反映し複数の病態を持った患
ク、寺井病院、光陽病院、光 者の診療経験もでき，地域病院や診療所との病診連携も経験できる。また、治験実施施設
陽生協クリニック、つるが生協 でありその運営や手続きを上級医から学べる。
診療所
◆城北病院に隣接する城北診療所は、専門的な内科診療とくに糖尿病、リウマチ・膠原
病、呼吸器と、内科総合外来（初診）、神経、血液の外来診療と住民健診を行っている。内
科初診から専門的な内科診療、希少疾患の診療経験を研修できる。地域密着型病院・診療
所では、それぞれの地域医療の中で求められている内科の専門性、総合力を、上級医、医
療スタッフとともに身につける。地域の急性期医療、高齢者医療、リハビリ医療や透析、在宅
医療、緩和ケアを含め地域の一般医療要求に応える機能をもつ施設で、こうした地域で患
者の暮らしを支える医療を研修する。

内科

関東

神奈川

横浜市立大学内科専門
30
医育成プログラムC

内科

関東

神奈川

関東労災病院 内科専門 4
研修プログラム

富山

城北病院内科専門研修 3
プログラム

内科

内科

東海・北陸

東海・北陸

2018/02/28

石川

城北病院内科専門研修 3
プログラム

QRコード
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領域名

地協名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

県名

プログラム名

城北病院

富山協立病院、城北診療所、
輪島診療所、上荒屋クリニッ
ク、寺井病院、光陽病院、光
陽生協クリニック、つるが生協
診療所

内科

東海・北陸

福井

城北病院内科専門研修 3
プログラム

内科

東海・北陸

静岡

みなと医療生活協同組
合 協立総合病院内科専 4
門医プログラム

協立総合病院

千秋病院、北病院、名南病
院、みどり病院、津生協病
院、三島共立病院

内科

東海・北陸

静岡

浜松医科大学医学部内 30
科専門研修プログラム

浜松医科大学医
学部付属病院

三島共立病院

独立行政法人地
域医療機能推進
機構JCHO 中京
病院

連携施設：南生協病院
特別連携施設：名南病院

協立総合病院

千秋病院、北病院、名南病
院、みどり病院、津生協病
院、三島共立病院

内科

東海・北陸

愛知

ＪＣＨＯ中京病院内科専 7
門研修プログラム

内科

東海・北陸

愛知

みなと医療生活協同組
合 協立総合病院内科専 4
門医プログラム

内科

東海・北陸

愛知

一宮市立市民病院内科
8
専門研修プログラム

一宮市立市民病
院

千秋病院（特別連携施設）

内科

東海・北陸

愛知

愛知医科大学病院内科 18
専門医プログラム

愛知医科大学病
院

協立総合病院、南生協病院

2018/02/28

QRコード

静岡県内を中心に連携施設29、特別連携施設14の中の特別連携施設として連携していま
す。

一宮市立市民病院は，愛知県尾張西部医療圏の中心的な急性期病院であるとともに，地
域の病診・病病連携の中核です．一方で，地域に根ざす第一線の病院でもあり，コモンディ
ジーズの経験はもちろん，超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診療経験もで
き，高次病院や地域病院との病病連携や診療所（在宅訪問診療施設などを含む）との病診
連携も経験できます．また，臨床研究や症例報告などの学術活動の素養を身につけます．
連携施設，特別連携施設には，内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し，地域医療や
全人的医療を組み合わせて，急性期医療，慢性期医療および患者の生活に根ざした地域
医療を経験できることを目的に，高次機能・専門病院である名古屋大学医学部附属病院，
地域基幹病院である大垣市立病院，稲沢市立病院，海南病院，総合大雄会病院および地
域医療密着型病院である千秋病院で構成しています．

9

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

東海・北陸

愛知

岡崎市民病院内科専門 10
研修プログラム

岡崎市民病院

協立総合病院

内科

東海・北陸

愛知

藤田保健衛生大学病院 18
内科専門研修プログラム

藤田保健衛生大
学病院

南生協病院、協立総合病院

内科

東海・北陸

愛知

半田市立半田病院内科 7
プログラム

半田市立半田病
院

協立総合病院

内科

東海・北陸

愛知

名古屋大学医学部附属
病院内科専門研修プロ 10
グラム

名古屋大学病院

協立総合病院、南生協病院

内科

東海・北陸

三重

みなと医療生活協同組
合 協立総合病院 基幹プ 4
ログラム

協立総合病院

津生協病院、千秋病院、北病 中小規模病院ならではの多職種との距離の近さ、上級医との相談のしやすさが特徴。津市
院、名南病院、みどり病院、 の二次輪番病院であり、入院患者の受け持ち・外来診療・救急当番・日当直を通じて、幅広
三島共立病院
い症例を経験できる。

内科

東海・北陸

三重

三重大学医学部附属病
院 内科専門研修プログ 30
ラム

三重大学医学部
附属病院

津生協病院（特別連携）

2018/02/28

QRコード

中小規模病院ならではの多職種との距離の近さ、上級医との相談のしやすさが特徴。津市
の二次輪番病院であり、入院患者の受け持ち・外来診療・救急当番・日当直を通じて、幅広
い症例を経験できる。

10

領域名

内科

地協名

近畿

2018/02/28

県名

京都

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

京都民医連内科専門研 8
修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

京都民医連第二中央病院、
京都協立病院、吉祥院病院、
公益社団法人京 土庫病院、和歌山生協病院、
都保健会 京都民 太子道診療所、春日診療所、
朱雀診療所、上京診療所、仁
医連中央病院
和診療所、おかたに病院、吉
田病院

QRコード

【特徴・魅力】
京都民医連中央病院を基幹型とし、断らない救急の中でCommon diseaseを中心に、幅
広い症例を経験できるプログラムです。外来から入院、そして退院、その後のフォローと継
続した診療を行うことが出来ます。Gerenalistとして必要なベッドサイド手技については、頻
回に施行する機会が多く（初期研修医の指導を含む）、Subspecialistとして必要な手技（心
臓カテーテル検査や消化管内視鏡検査など）についても指導医の立ち会いのもと、経験・実
施することができます。何よりも当院は各科の垣根が低く、日常的に相談やコンサルトをしや
すい環境にあります。
ローテートコースは以下のコースから選べます。
・Generalisutコース：1年次は6か月当院の内科各科をローテート、6か月は連携施設で研
修（希望により6か月以上可）､2年次も同様、3年次は当院の総合内科､救急､集中治療､緩
和ケアなど研修出来ます。
・Subspecialistコース：1年次は6か月当院の内科各科をローテート、6か月は連携施設で
研修、2年次も同様ですが内科各科の内3か月は 希望するsubspecial科、6か月は連携施
設、3年次は希望するsubspecial科を研修出来ます。また、希望があれば1年次までに初期
研修と合わせ、すすむsubspecial分野以外の必要な症例数を満たしていれば、2年目から
subspecial分野に進むことが出来ます。
・連携病院(土庫・和歌山)コース：1年次は連携病院(土庫・和歌山と吉田・おかたに)､2年次
6か月は当院、6か月は連携病院(大学病院等)、3年次は当院総合内科部門、目標到達して
いればsubspecial科を研修出来ます。
【詳細情報へのアクセス方法、問い合わせ先】
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453 京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表) E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
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領域名

内科

地協名

近畿

県名

大阪

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

耳原総合病院内科専門
5
研修プログラム

耳原総合病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

西淀病院、コープおおさか病
院、土庫病院、尼崎医療生協
病院、和歌山生協病院、東大
阪生協病院、高砂クリニック、
のざと診療所
おかたに病院、吉田病院、神
戸協同病院、大阪市立大学
医学部附属病院、国立病院
機構近畿中央疾患センター

QRコード

◇耳原総合病院を基幹型として地域に根ざした病院での研修が中心のプログラムです。地
域のニーズから生まれ、これまで診療所から急性期病院までの幅広く断らない医療を展開
してきたわれわれにはこの目標を達成するために十分なフィールドと実績があると自負して
います。
◇地域医療で活躍できる内科専門医を養成するために、希少疾患に偏ることなく
common
diseaseを数多く経験することを重視します。また、総合内科研修、内科専門科研修のいず
れの期間も当該科の問題点だけを扱うのではなく、患者の問題点を常に総合的かつ包括的
に抽出し、必要に応じて診療内容を決定することを徹底します。さらには、３年間を通じて外
来研修ならび救急・当直研修を継続して行い、希望する専攻医には往診研修も保証します。
◇病院総合医（病院総合医）を志望する専攻医には専門医取得後に病院総合医に必要な
内科以外の分野の研修を保障します。
◇今後高齢化が進み多様化する地域社会に貢献できる医師を養成するために、他職種や
地域の医療機関・福祉介護事業所との連携を重視します。
◇症例が少ない分野の補てんや学術活動を深めるために、大阪市立大学附属病院や近畿
中央胸部疾患センターと連携します。
◇１年次は基幹施設である耳原総合病院の内科（総合内科、消化器、循環器、代謝、膠原
病、腎臓、呼吸器、救急等）を原則として３ヶ月毎ローテートする。
１年次に連携施設での研修を行い、２年次に基幹施設で研修を行う地域連携施設開始コー
スも設定する。
連携施設での研修期間は、原則１施設３カ月以上とし、専攻医の希望をもとに耳原専門研
修センターが調整を行い決定する。ただし近畿中央胸部疾患センターでの研修は必ず６カ
月となる。
連携施設①および②は以下より選択とし、連携施設②での研修期間は、原則６カ月以内と
する。
連携施設①：西淀病院 コープおおさか病院 土庫病院 尼崎医療生協病院
和歌山生協病院 東大阪生協病院 吉田病院 おかたに病院 神戸協同病院
連携施設②：近畿中央胸部疾患センター大阪市立大学付属病院
研修ローテート科、施設の選択は、原則３カ月前までに、専攻医の希望・将来像、研修目標
達成度などを基に調整し決定する。耳原総合病院内科専門研修プログラム管理委員会で確
認を行う。
なお、研修達成度によっては１～２年のサブスペシャル領域重点研修も可能である。
◇JMECCディレクター在籍。自施設で受講可能。JMECC指導者講習会も1回/年開催。

内科

近畿

大阪

大阪市立大学 内科プロ 40
グラム

大阪市立大学医
学部附属病院

耳原総合病院

内科

近畿

大阪

済生会中津病院内科専 9
門研修プログラム

済生会中津病院

西淀病院

2018/02/28
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

近畿

大阪

淀川キリスト教病院内科 6
専門研修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

淀川キリスト教病 西淀病院
院

内科

近畿

兵庫

耳原総合病院 内科専門
5
研修 プログラム

耳原総合病院

西淀病院、コープおおさか病
院、尼崎医療生協病院、土庫
病院、和歌山生協病院、東大
阪生協病院、吉田病院、おか
たに病院、高砂クリニック、の
ざと診療所

内科

近畿

兵庫

兵庫県立尼崎総合医療
センター内科専門研修プ 13
ログラム

兵庫県立尼崎総
合医療センター

尼崎医療生協病院

2018/02/28

QRコード

◇耳原総合病院を基幹型として地域に根ざした病院での研修が中心のプログラムです。地
域のニーズから生まれ、これまで診療所から急性期病院までの幅広く断らない医療を展開
してきたわれわれにはこの目標を達成するために十分なフィールドと実績があると自負して
います。
◇地域医療で活躍できる内科専門医を養成するために、希少疾患に偏ることなく
common
diseaseを数多く経験することを重視します。そのために総合内科研修だけでなく専門科研
修の期間も当該科の問題点だけを扱うのではなく、常に総合的に問題点を抽出し必要に応
じて診療内容を決定することを徹底します。また、３年間を通じて外来研修ならび救急・当直
研修を継続して行い、希望する専攻医には往診研修も保証します。
◇病院総合医（病院総合医）を志望する専攻医には専門医取得後に病院総合医に必要な
内科以外の分野の研修を保障します。
◇今後高齢化が進み多様化する地域社会に貢献できる医師を養成するために、他職種や
地域の医療機関・福祉介護事業所との連携を重視します。
◇症例が少ない分野の補てんや学術活動を深めるために、大阪市立大学附属病院や近畿
中央胸部疾患センターと連携します。
＜連絡先＞
耳原総合病院・医局課長
川畑 望
TEL:072-241-0501(医局事務課まで)
kenshu-1@mimihara.or.jp
本プログラムは，兵庫県阪神南医療圏の中心的な高度急性期病院である兵庫県立尼崎総
合医療
センターを基幹施設として，兵庫県阪神南医療圏，近隣医療圏にある連携施設とで内科専
門研
修を経て超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解し，必要に応じた可塑性のある，地
域の
実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練されます。
下線部にあるようコンパクトに地域を絞り連携施設と組んだが、救急科の後期研修医の依
存度が高く、
外部へ出すと同等の受入ができる連携施設と組まなければならない事情が発生した。当院
とは連携は継続するが実質外部研修に送り出す事は難しい（プログラム責任者：竹岡医師）
＜問い合わせ＞
尼崎医療生活協同組合 生協事務局 医師担当
課長 徳間 達哉
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘11-12-1
Tel：06-6436-9500（内線4306）
Fax：06-6436-0156（医局）
Mail：tokuma.tat@amagasaki.coop
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

近畿

奈良

京都民医連中央病院 内 8
科専門研修プログラム

京都民医連中央
病院

土庫病院、おかたに病院、吉
田病院

内科

近畿

奈良

市立奈良病院内科専門 4
研修プログラム

市立奈良病院

土庫病院

内科

近畿

奈良

耳原総合病院 内科専門 5
研修プログラム

耳原総合病院

土庫病院、おかたに病院、吉
田病院

内科

近畿

奈良

奈良医科大学内科専門 30
研修プログラム

奈良県立医科大
学病院

土庫病院

内科

中国・四国

鳥取

総合病院岡山協立病院 3
内科専門研修プログラム

岡山協立病院

鳥取生協病院

内科

中国・四国

鳥取

水島協同病院内科専門 3
医研修プログラム

水島協同病院

鳥取生協病院

内科

中国・四国

鳥取

鳥取大学医学部附属病
院内科専門医研修プロ 30
グラム

鳥取大学医学部
附属病院

鳥取生協病院

2018/02/28

QRコード
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領域名

内科

地協名

中国・四国

県名

島根

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

鳥取大学医学部附属病
院内科専門医研修プロ 30
グラム

鳥取大学医学部
附属病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

松江生協病院

QRコード

プログラム内容
1）本プログラムは，鳥取大学医学部附属病院を基幹施設として，鳥取県・島根県内の各医
療圏を守備範囲とし，必要に応じて可塑性のある，地域の実情に合わせた実践的な医療を
行えるように作成しました．研修期間は基幹施設、連携施設、特別連携施設を併せた
3年間
です．
2）本研修プログラムでは，症例をある時点で経験するということだけではなく，主担当医と
して，初診から入院、そして退院後の通院まで可能な範囲で経時的に，診断・治療の流れを
通じて，患者一人一人の全身状態，社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を
実践します．すなわち，個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修
得をもって目標への到達とします．
3）基幹施設である鳥取大学医学部附属病院での研修では，「研修手帳（疾患群項目表）」
に定められた70 疾患群のうち，少なくとも通算で45 疾患群，120症例以上を経験し，日本
内科学会専攻医登録評価システムに登録できます．そして，専攻医
2年修了時点で，指導
医による形成的な指導を通じて，内科専門医ボードによる評価に必要な
29症例の病歴要約
を作成できます．
4）基幹施設の鳥取大学医学部附属病院とともに鳥取県・島根県の各医療圏に連携施設お
よび特別連携施設を配置し，医師の偏在化を防ぎ，地域医療や僻地医療の経験を積極的
に評価するとともに，内科専門医に求められる役割を実践できます．
5）専攻医3年修了時で，「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた70 疾患群のうち，少な
くとも通算で56 疾患群，160症例以上を経験し，専攻医登録評価システム（仮称）に登録で
きます．そして可能な限り，「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた
70 疾患群，200症例
以上の経験を目標とします．
問い合わせ先
〒683-8503 鳥取県米子市西町86
国立大学法人鳥取大学医学部総務課（専門医制度準備室）
TEL:0859-38-7005 FAX:0859-38-7006 e-mail:teitou@adm.tottori-u.ac.jp

2018/02/28
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領域名

内科

地協名

中国・四国

2018/02/28

県名

島根

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

オール島根内科専門医 30
研修プログラム

島根大学医学部
附属病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

プログラム内容
1）本プログラムは，島根大学医学部附属病院を基幹施設として，島根県内の各医療圏を
守備範囲とし，必要に応じて可塑性のある，地域の実情に合わせた実践的な医療を行える
ように作成しました．研修期間は基幹施設、連携施設、特別連携施設を併せた
3年間です．
2）しまね地域医療支援センターと連携し、島根県奨学金制度の償還対象、地域枠学生に
十分な配慮をします．
3）本研修プログラムでは，症例をある時点で経験するということだけではなく，主担当医と
して，初診から入院、そして退院後の通院まで可能な範囲で経時的に，診断・治療の流れを
通じて，患者一人一人の全身状態，社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を
実践します．すなわち，個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修
得をもって目標への到達とします．
4）基幹施設である島根大学医学部附属病院での研修では，「研修手帳（疾患群項目表）」
に定められた70 疾患群のうち，少なくとも通算で45 疾患群，120症例以上を経験し，日本
連携施設：松江生協病院
内科学会専攻医登録評価システムに登録できます．そして，専攻医
2年修了時点で，指導
特別連携施設：出雲市民病 医による形成的な指導を通じて，内科専門医ボードによる評価に必要な
29症例の病歴要約
院、斐川生協病院
を作成できます．
5）基幹施設の島根大学医学部附属病院とともに島根県の各医療圏に連携施設および特
別連携施設を配置し，医師の偏在化を防ぎ，地域医療や僻地医療の経験を積極的に評価
するとともに，内科専門医に求められる役割を実践できます．
6）専攻医3年修了時で，「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた70 疾患群のうち，少な
くとも通算で56 疾患群，160症例以上を経験し，専攻医登録評価システム（仮称）に登録で
きます．そして可能な限り，「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた
70 疾患群，200症例
以上の経験を目標とします．
問い合わせ先
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター専門研修等部門
TEL：0853-20-2714，2715 F A X：0853-20-2716
e-mail：s-kouki@med.shimane-u.ac.jp

16

領域名

内科

内科

地協名

中国・四国

中国・四国

県名

岡山

岡山

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

水島協同病院内科専門 3
研修プログラム

総合病院岡山協立病院 3
内科専門研修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

水島協同病院

岡山協立病院、松江生協病
院、鳥取生協病院、広島共立
病院、福島生協病院、宇部協
立病院、高松平和病院、高知
生協病院(特別連携）

岡山協立病院

宇部協立病院、広島共立病
院、高松平和病院、水島協同
病院、松江生協病院、鳥取生
協病院、福島生協病院、高知
生協病院、岡山東中央病院、
ひだまりの里病院、コープ大
野辻クリニック、コープみんな
の診療所、コープ西大寺診療
所、せいきょう玉野診療所

QRコード

地域を支えるホスピタリスト育成
当院の提供するプログラムでは、まさに病院総合医のスキルを学び醸成することになりま
す。専門特化した能力でなく、すべての内科分野において標準的な医療が提供できる内科
専門医を育てます。
Point1 連携施設の幅
必要な症例を学べる環境を整備しています。基本は基幹である当院においてプライマリでコ
モンな疾患を数多く経験します。その後倉敷中央病院や大学病院との連携で、最先端の医
療を経験できます。
Point2 リーダーシップ
チーム医療のできる医師を育成するため、課題別チームに所属し、チームマネジメントに習
熟してもらいます。ICT、NST、RST、褥瘡、医療倫理、緩和ケア等、それぞれのチームで各
分野のプロフェッショナルであるメディカルスタッフと情報を共有し、様々な学びを得て、成長
してもらいます。
ローテート例
初期1年目は基幹病院で3つの総合内科ブロックをローテートします。各ブロックはそれぞれ
の病棟に分かれ、配置された内科専門科を同時に学びます。
2年目は高度急性期病院や大
学病院などで、基幹病院では経験し得なかった症例について学び、知識技術を修得します。
3年目は再び基幹病院で研修するか他県の医療生協施設・民医連施設から派遣された専
攻医は、地元の連携施設・特別連携施設で研修することも可能です。サブスペシャル領域に
ついても、呼吸器・消化器内視鏡・腎透析・アレルギー等の分野で並行して行うことができま
す。
【お問合せ先】
水島協同病院 医師研修・医学生支援室 岸本（きしもと）
Tel：086-444-3211（代）E-mail：kns-center@mizuko.jp
【特徴・魅力】
岡山協立病院を基幹施設として、岡山県南東部医療圏・近隣医療圏にある連携施設・特別
連携施設で研修を行い、岡山県の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な医
療を行え、岡山県全域を支える内科専門医として活躍できるよう育成します。また、医療生
協・民医連の病院として深く地域の生活の中に溶け込んだ医療を展開し、総合的な視野で
診療が行えるようになります。
特に、岡山協立病院施設群専門研修では、主担当医として、入院から退院まで可能な範囲
で経時的に、診断・治療の流れを通じて、1人1人の患者の全身状態、社会背景、療養環境
調整をも包括する全人的医療を実践します。そして、個々の患者さんに最適な医療を提供
する計画を立て、実行する能力の修得をもって目標への到達とします。
基礎研修後の3年間は、日ごろよく出会う患者さんの問題点に対応できる力を身につけるこ
とが重要です。問題点を解決する方法論を学びながら、幅広い臨床能力を備えた内科医を
育てことを目標としています。
【お問合せ先】
総合病院 岡山協立病院 臨床研修センター 木村久子
ＴＥL：086-272-2121
ＦＡＸ：086-271-7849
E-Mail：igakusei@okayama-health.coop

内科

中国・四国

2018/02/28

広島

広島市立安佐市民病院
内科専門医研修プログラ 5
ム

広島市立安佐市
民病院

広島共立病院
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

中国・四国

広島

県立広島病院内科専門 10
研修プログラム

県立広島病院

福島生協病院

内科

中国・四国

山口

総合病院岡山協立病院 3
内科専門研修プログラム

総合病院岡山協
立病院

宇部協立病院、他

内科

中国・四国

山口

山口大学附属病院内科 35名
専門研修プログラム

山口大学医学部
付属病院

宇部協立病院

内科

中国・四国

山口

水島協同病院内科専門 3
研修プログラム

水島協同病院

宇部協立病院、他

香川

岡山協立病院内科専門 3
研修プログラム

お問い合わせ先
760-8530 高松市栗林町1-4-1
総合病院 岡山協 香川医療生活協同組合 高松 高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
立病院
平和病院
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

香川

香川県立中央病院内科 6
専門研修プログラム

香川県立中央病
院

お問い合わせ先
760-8530 高松市栗林町1-4-1
香川医療生活協同組合 高松 高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
平和病院
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

香川大学医学部
附属病院

お問い合わせ先
760-8530 高松市栗林町1-4-1
香川医療生活協同組合 高松 高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
平和病院
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

三豊総合病院

お問い合わせ先
760-8530 高松市栗林町1-4-1
香川医療生活協同組合 高松 高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
平和病院
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

内科

内科

内科

内科

中国・四国

中国・四国

中国・四国

中国・四国

2018/02/28

香川

香川大学医学部附属病 20
院内科プログラム

香川

三豊総合病院内科専門 5
研修プログラム

QRコード
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領域名

内科

内科

地協名

中国・四国

中国・四国

2018/02/28

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

県名

プログラム名

香川

水島協同病院内科専門 3
研修プログラム

高知

総合病院岡山協立病院
内科専門研修プログラム 3

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

お問い合わせ先
760-8530 高松市栗林町1-4-1
総合病院 水島協 香川医療生活協同組合 高松 高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
同病院
平和病院
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

総合病院岡山協
立病院

【専攻医の環境】
・施設内に研修に必要な図書やインターネットの環境が整備されています。
・適切な労務環境が保障されています。
・メンタルストレスに適切に対処する常勤の産業医がいます。
【専門研修プログラムの環境】
・基幹施設内において研修する専攻医の研修を管理する研修委員会を設置しています。
・ 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催して、専攻医に受講を義務付け、
そのための時間的に余裕を与えます。
・月1回の「環瀬戸内カンファレンス」にも参加しており、岡山協立病院で
2017年開催予定の
JMECCへは受講者・インストラクターともに参加を予定するなど、岡山協立病院とは常に連
高知医療生活協同組合 高知 携をとりあっています。
生協病院
【診療経験の環境】
・カリキュラムに示す内科領域13 分野のうち7 分野以上で定常的に専門研修が可能な症
例数を診療しています。
・70 疾患群のうち35 以上の疾患群について研修できます。
【経験できる疾患群】
・肺炎、尿路感染、胆道感染、消化器疾患、心不全、糖尿病といった
common disease、生
物、心理、社会的問題を併せ持った患者へのアプローチ、高齢者総合的機能評価
(comprehensive geriatric assessment:CGA)を使った高齢者へのアプローチ。癌・非癌患
者の緩和ケア。
【お問い合わせ】
高知生協病院 高知市口細山206-9 088-840-0123
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領域名

内科

地協名

中国・四国

2018/02/28

県名

高知

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

水島協同病院内科専門
3
研修プログラム

水島協同病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

【専攻医の環境】
・施設内に研修に必要な図書やインターネットの環境が整備されています。
・適切な労務環境が保障されています。
・メンタルストレスに適切に対処する常勤の産業医がいます。
【専門研修プログラムの環境】
・基幹施設内において研修する専攻医の研修を管理する研修委員会を設置しています。
・ 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催して、専攻医に受講を義務付け、
そのための時間的に余裕を与えます。
・月1回の「環瀬戸内カンファレンス」にも参加しており、水島協同病院とは常に連携をとり
あっています。
高知医療生活協同組合 高知 【診療経験の環境】
生協病院
・カリキュラムに示す内科領域13 分野のうち7 分野以上で定常的に専門研修が可能な症
例数を診療しています。
・70 疾患群のうち35 以上の疾患群について研修できます。
【経験できる疾患群】
・肺炎、尿路感染、胆道感染、消化器疾患、心不全、糖尿病といった
common disease、生
物、心理、社会的問題を併せ持った患者へのアプローチ、高齢者総合的機能評価
(comprehensive geriatric assessment:CGA)を使った高齢者へのアプローチ。癌・非癌患
者の緩和ケア。
【お問い合わせ】
高知生協病院 高知市口細山206-9 088-840-0123
事務担当 赤木
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領域名

内科

地協名

九州・沖縄

2018/02/28

県名

福岡

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

千鳥橋病院内科専門研 4
修プログラム

千鳥橋病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

★特徴・魅力★
主治医として、入院から退院、その後の外来通院から訪問在宅医療まで可能な範囲で経時
的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調
整をも包括する全人的医療を実践することができます。外来診療のみならず訪問在宅診療
も必須の研修場面として設定され地域包括ケアの現場で必要な内科医の力量を身に着け
ることができます。千鳥橋病院は急性期病院であるとともに、地域包括ケア・回復期リハの
病棟も持つ病院であり、地域の医療・介護・福祉連携の中核的な病院です。コモンディジー
ズから稀な疾患の経験はもちろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診療経
験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や診療所との病診連携も経験でき魅力的で
す。
★指導医からのメッセージ★
地域の総合病院を主たる研修の場としています。内科系各領域の専門医にも共通に必要
とされる総合性、地域のニーズに寄り添い努力する姿勢を身に着けることを重視し、多職種
健和会大手町病院、親仁会 専門職、各領域の専門医の積極的な参加を得て標準的で安全な診療を実践する内科医を
米の山病院、沖縄協同病院、 養成します。WHOのネットワークであるHPH（健康増進活動拠点病院）の日本における最
大分健生病院、たたらリハビ 初の認定病院として、国際社会で通用する豊かな人権意識と社会性を有しつつ、健康の社
リテーション病院、上戸町病 会的決定要因に目を向けて地域社会・住民と患者と医療従事者に対するヘルスプロモー
院、大楠診療所
ションを実践する内科医を養成します。専門領域へ進む前にまずは「
The総合内科医」として
の力と構えを身につけたい人、地域住民の一番近くで活躍する内科医を将来像に描く人を
募集します。
★千鳥橋病院後期研修「とおりもん」★
専門に入ってしまう前に内科の力をしっかり磨き上げたい。自分の希望を反映させて後期
研修をカスタマイズしたいという場合に、後期研修1年目に「とおりもんプログラム」研修をと
おして、自らの総合力を高める研修PGが新専門医制度内科PGとは別にあります。
★詳細情報へのアクセス方法・問い合わせ先★
千鳥橋病院のホームページの「後期研修」にプログラムと見学申し込みホームを掲載しま
す。(準備中)
HP https://www.chidoribashi-hp.or.jp/
問い合わせ先：千鳥橋病院医局事務部
E-mail ch-igakusei@fid.jp
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

内科

九州・沖縄

福岡

米の山病院内科研修プ
3
ログラム

米の山病院

内科

九州・沖縄

福岡

健和会大手町病院内科
3
専門研修プログラム

健和会大手町病
院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

～プログラムの特徴・魅力～
当プログラムでは，福岡県有明医療圏の中心的な急性期病院の１つである米の山病院を
基幹施設として，福岡県有明医療圏，近隣医療圏にある連携施設とで内科専門研修を経て
地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練されます．研修期間は基幹施設＋
連携施設・特別連携施設の3年間です．症例をある時点で経験するということだけではなく，
主担当医として，入院から退院（初診・入院～退院・通院）まで可能な範囲で，診断・治療の
流れを通じて，一人一人の患者の全身状態，社会的背景・療養環境調整をも包括する医療
を経験することができます．そして，個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行す
る能力を獲得することを目標としています．
～指導医からのメッセージ～
米の山病院内科専門研修プログラムは、福岡県有明医療圏の急性期病院である米の山病
千鳥橋病院、大手町病院、大 院を基幹施設として、内科専門医はもちろんのこと、内科系各領域の
subspecialtyにも共通
分健生病院、みさき病院、中
で必要とされる総合性を身に着けることを重視しています。また高齢率が
33.8％と急速な高
友診療所
齢化が進む有明医療地区において、地域と時代における役割と求められる医療について理
解した上で、そのニーズに応えうる総合的な力量と必要な専門性を習得するプログラムで
す。「地域に出て、地域に学び、育つ」地域基盤型教育を重視し、またヘルスプロモーション
活動など住民と共同の場を研修の特徴としており、様々な取り組みへの参加を通じて、専門
性と倫理性、そして利他主義の視点を身につけることを目指しています。
～研修プログラムや詳細情報のアクセス情報・問い合わせについて～
米の山病院ホームページ内の「後期研修(専門研修)」にプログラムと見学申し込みホーム
などを掲載予定です。(現在準備中)
ＨＰ：http://www.komenoyama.com/index.php
問い合わせ先：米の山病院 医局秘書課
E-Mail：t-tutumi@kome-net.or.jp もしくは ikyoku-hisyo@kome-net.or.jp
【指導医メッセージ】
●市中病院ならではの救急医療を通じた研修
健和会大手町病院は、小倉北区の救急医療を担っており、重症の患者さんと遭遇する機会
が非常に多いので、急性期の対応は間違いなく自信がつくでしょう。また、救急医療を通じて
各科の垣根が低く、非常に相談しやすい環境にあり、他職種との関係も深く、他職種カン
ファレンスや多数アプローチも沢山経験できます。臨床研究については、日本では大学と市
中病院の患者層が違うので、市中病院ならではの症例が豊富にあります。特に、大手町病
院は生活保護や高齢者の方が多いので、日常でよく遭遇する問題に注目して臨床研究を
行っています。学会発表と論文作成については病院がサポートしているので、発表しやすい
環境にあります。
千鳥橋病院・米の山病院・戸 ●土台を作り、意味のある回り道をする
畑けんわ病院・大手町リハビ 内科の後期研修は、将来の専門科に向けた基礎固めの研修だと考えています。家で例え
リテーション病院・健和会京町 るならば土台となる基礎を作る段階です。基礎の上にどのような建物が出来てもいいよう
病院・健和会町上津役診療所 に、内科の研修でもまずはしっかりとした土台を作る必要があります。この基本スタンスが私
達の考える内科の後期研修です。
実際の研修では、特定の科に偏るのではなく、内科の各ジャンルを幅広く研修していくとと
もに、感染対策や褥瘡対策、ＮＳＴなどの領域横断的な分野にも関わっていただきたいと考
えています。そのような研修を通して、副業にあたるような部分も発見しつつ成長していって
もらうのが一番理想的だと考えています。早く自分の将来を決めようとする人が多いです
が、それは結果的に自分の幅や選択肢を狭めかねません。
●内科医を目指す皆さんへ
目の前の患者さんのために共に頑張りましょう。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

九州・沖縄

福岡

産業医科大学内科専門 46
研修プログラム

産業医科大学病
院

健和会大手町病院

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/

内科

九州・沖縄

福岡

小倉記念病院内科専門 6
医研修プログラム

小倉記念病院

健和会大手町病院

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/

内科

内科

九州・沖縄

九州・沖縄

長崎

Nagasaki-MC 内科専門 7
医プログラム

大分

鹿児島生協病院内科専 3
門研修プログラム

長崎医療センター 健友会 上戸町病院

鹿児島生協病院

国分生協病院、奄美中央病
院、くわみず病院、大分健生
病院、徳之島診療所、谷山生
協クリニック、宮崎生協病院、
上戸町病院

千鳥橋病院

健和会大手町病院、親仁会
米の山病院、沖縄協同病院、
大分健生病院、たたらリハビ
リテーション病院、上戸町病
院、大楠診療所

内科

九州・沖縄

大分

千鳥橋病院内科専門研 4
修プログラム

内科

九州・沖縄

大分

健和会大手町病院内科 3
専門研修プログラム

大手町病院

千鳥橋病院・米の山病院・戸
畑けんわ病院・大手町リハビ
リテーション病院・健和会京町
病院・健和会町上津役診療

内科

九州・沖縄

大分

大分大学医学部附属病
院内科専門研修プログラ 27
ム

大分大学医学部
付属病院

大分健生病院

2018/02/28

QRコード

上戸町病院は1982年の開設以来、地域密着型の小規模病院として独自に総合的な力量を
もった医師育成を行い、長崎市南部地域の住民の健康に関わってきました。現在日本は急
速に高齢化が進んでおり、それに対応していくため総合的な力量を持った医師の存在が今
まで以上に必要となっています。大規模病院、地域の診療所や介護施設、長崎市南部の地
域住民とも協力・連携しながら、総合的な力量を持った医師を育成していきます。上戸町病
院は1次、2次救急の受け入れ、24時間の患者対応、よくみる症候の診療、慢性疾患の外来
管理、積極的な健診、検診、地域住民との医療懇談会などの予防活動の実施、在宅や施設
看取りを含めた訪問診療、特別養護老人ホームの嘱託、関連の有料老人ホームや小規模
多機能施設、グループホームとの連携、複雑な社会背景や複数の
problemをもった高齢者
の入院診療、緩和治療などを多機能かつ網羅的に実施しています。【お問い合わせ】住所：
〒850-0953 長崎市上戸町4丁目2-20 電話：095-879-0705 FAX：095-879-3388 E-mail：
kensyu@kenyukai.or.jp 担当：柿本
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

内科

九州・沖縄

大分

米の山病院内科専門研 3
修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

米の山病院

千鳥橋病院、大手町病院、大
分健生病院、みさき病院、中
友診療所

内科

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島生協病院内科専 3
門研修プログラム

鹿児島生協病院

本プログラムは、鹿児島市南部の中心的な急性期病院の一つである鹿児島生協病院（
306
床）を基幹施設として、症例を経験するだけではなく、主担当医として、一人一人の患者の全
身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します。
私たちはこれまで｢地理的な離島はあっても、人の生命に離島があってはならない｣を合言
国分生協病院、奄美中央病 葉に地域住民とともに医療活動を行ってきました。その中での研修目標は｢離島診療所の医
院、くわみず病院、大分健生 療活動を独力で担える基本的臨床能力を身につける｣ことです。皆が、診療所に行くわけで
病院、徳之島診療所、谷山生 はありませんが、そのくらいの｢総合力を身につける｣ということです。中には、すぐに専門研
協クリニック、宮崎生協病院、 修を希望する場合もあるでしょう。それでも、専門科研修をするなかで、総合力を身につけら
れるようなプログラムを準備しています。
上戸町病院
（鹿児島大学病院、今村総合 私たちと、地域住民と、共に、この鹿児島の地域で、｢地域に根ざした医療｣を考えている先
病院、南風病院、今給黎総合 生方、是非、お待ちしています。
【詳細・お問い合わせ】
病院）
鹿児島生協病院研修センターのホームページの「後期研修」に詳細を掲載します。
(準備中)
http://kagoshima-min.jp/
鹿児島県民主医療機関連合会
E-mail info@kagoshima-min.jp

内科

九州・沖縄

沖縄

千鳥橋病院内科専門医 4
プログラム

千鳥橋病院

沖縄協同病院

当院は千鳥橋病院内科専門医プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る研修施
設です。
研修プログラムの詳細につきましては、内科学会または千鳥橋病院のホームページをご参
照ください。

沖縄

豊見城中央病院内科専 7
門研修プログラム

沖縄協同病院

当院は豊見城中央病院内科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る
研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、内科学会または豊見城中央病院のホームページを
ご参照ください。

内科

内科

皮膚科

九州・沖縄

九州・沖縄

沖縄

北関東・甲信越 埼玉

2018/02/28

琉球大学医学部附属病
院内科専門研修プログラ 18
ム

帝京大学医学部皮膚科
6
研修プログラム

豊見城中央病院

琉球大学医学部
付属病院

帝京大学

沖縄協同病院

埼玉協同病院

QRコード

当院は琉球大学医学部附属病院内科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入
が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、内科学会または琉球大学医学部付属病院のホー
ムページをご参照ください。
琉球大学医学部付属病院
http://www.senmon.med.u-ryukyu.ac.jp/
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

皮膚科

東海・北陸

愛知

名古屋大学医学部附属
病院皮膚科研修プログラ 18
ム

名古屋大学

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

協立総合病院

外科

北海道・東北

北海道

手稲渓仁会病院外科専 4
門研修プログラム

手稲渓仁会病院

勤医協中央病院

外科

北海道・東北

北海道

札幌医科大学外科専門 20
研修プログラム

札幌医科大学附
属病院

勤医協中央病院

2018/02/28

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
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外科

北海道・東北

北海道

北海道大学外科専門研 53
修プログラム

北海道大学病院

勤医協中央病院、道東勤医
協釧路協立病院

外科

北海道・東北

青森

弘前大学外科専門医研
修プログラム

弘前大学医学部
附属病院

健生病院

外科

北海道・東北

宮城

東北大学病院 外科専門 50
研修プログラム

東北大学医学部
附属病院

坂総合病院

外科

北海道・東北

秋田

あきた外科専門研修プロ 15
グラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

外科

北海道・東北

秋田

岩手医科大学 外科専門 10
研修プログラム

岩手医科大学附
属病院

中通総合病院

外科

北海道・東北

福島

福島県立医科大学外科 20
専門医プログラム

公立大学法人福
島県立医科大学
附属病院

医療生協わたり病院

2018/02/28

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

お問合せ 医療生協わたり病院 医局事務課まで
福島県福島市渡利字中江町３４（福島駅より徒歩２０分）
電話 : 024-521-2056 メール : rinken@watari-hp.jp
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外科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学外科研修プロ
グラム

24

群馬大学医学部
付属病院

当院は150床の中規模病院であり、地域で生活する人々に密着した医療を行っています。
ヘルニア、虫垂炎、痔疾患手術など一般的な外科疾患はもちろんのことながら、各種悪性
疾患や消化器関連疾患を幅広く経験できることが特徴で、加えて渋川広域の救急車受け入
北毛保健生活協同組合 北毛 れ実績も多いため外科に限らず総合診療科的なプライマリ・ケア医の研修にも大いに役立
つと思われます。
病院
さらに、病院から在宅へ戻る方々（癌終末期も含む）のサポートや緩和ケアとして、より患者
さんに寄り添った医療ができることが魅力であります。
研修医の休日体制については、外科医師や内科医師との連携により確保しています。

外科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学外科研修プロ
グラム

24

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院

外科

北関東・甲信越 埼玉

埼玉医科大学総合医療
センター外科専門研修プ 10
ログラム

埼玉医科大学総
合医療センター

埼玉協同病院

埼玉協同病院で２年～2年半の研修が可能です。
たくさんの症例を経験することができます。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

外科

北関東・甲信越 山梨

山梨県外科領域専門研 10
修プログラム

山梨大学医学部
附属病院

甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

佐久総合病院外科研修 8
プログラム

佐久総合病院は古くから地域の医療拠点として長野県の東信地区を中心に先進的な医療
から在宅医療まで総合的な医療を支えてきました。また三次医療機関として救急を含む外
科手術を多数行って来ました。2014年開院した紹介型「佐久医療センター」は近隣に三次医
療機関から隔絶されている為、地域のほとんどの症例が集まって来ます。専攻医にとって
は、一次から三次までの幅広い医療を経験する基本診療能力と専門診療能力を習得できる
条件があります。
長野中央病院は長野市の中心部に位置する322床の急性期病院で、外科･心臓血管外科
長野中央病院、松本協立病 の年間手術は約600強です。循環器疾患や糖尿病罹患患者が多く通院しており、内科的疾
JA長野厚生連 佐 院、健和会病院、みさと健和 患を複数抱えている高齢者に対しても内科的管理のもと総合的な視点での手術経験できま
久総合病院 佐久 病院、
す。
医療センターー
具体的な研修の順序･期間などについては、可能な限り個々の専攻医の希望に基づいて決
柳原病院
定します。
【基幹施設：連絡先】
佐久医療センター 人材育成推進室 課長 土屋和久／加藤真司
電話：0267-62-8181（内線2710） E-Mail：rinken@sakuhp.or.jp
【連携施設：連絡先】
長野中央病院(http://www.nagano-chuo-hospital.jp/） 医局担当事務次長 杉原大輔
電話：026-234-3307（内線1331） E-Mail：d-sugihara@healthcoop-nagano.or.jp

外科

北関東・甲信越 長野

2018/02/28

QRコード
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船橋市立医療センター
外科専門研修プログラム 6

船橋市立医療セ
ンター

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

船橋二和病院

〈船橋二和病院の特徴〉
術前術後の管理・リハビリから、術後患者さまの外来管理まで一貫した研修が可能。終末
期医療に関する十分な知識を持ち、患者さまの苦痛・不安を理解し、要望に沿った医療がで
きる。外科医が訪問診療も行っている。小児外科専門医がおり、
16才未満の小児、特に乳
幼児で手術を要する子供の診療にあたっている。新生児の先天奇形、乳児の肥厚性幽門
狭窄症、腸重積症など緊急を要する疾患、鼠徑ヘルニア、停留精巣、臍ヘルニア、急性虫
垂炎、腹部腫瘍、体表の小腫瘤などに対応。また、日本乳癌学会乳腺認定医が
2名おり、乳
癌の手術も行っている。他職種と連携をはかり、チーム医療を組織・推進している。
〈プログラムの特徴〉
本プログラムの目的と使命は以下の５点とする。
１）専攻医が医師として必要な基本的診療能力を習得すること。
２）専攻医が外科領域の専門的診療能力を習得すること。
３）上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、患者に信頼され、標準
的な医療を提供でき、プロフェッショナルとしての誇りを持ち、患者への責任を果たせる外科
専門医となること。
４）外科専門医の育成を通して国民の健康・福祉に貢献すること。
５）外科領域全般からサブスペシャルティ領域（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、
小児外科）またはそれに準じた外科関連領域（乳腺や内分泌領域）の専門研修を行い、そ
れぞれの領域の専門医取得へと連動すること。
＜お問い合わせ先＞
〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp
〈船橋二和病院の特徴〉
術前術後の管理・リハビリから、術後患者様の外来管理まで一貫した研修が可能。終末期
医療に関する十分な知識を持ち、患者さまの苦痛・不安を理解し、要望に沿った医療ができ
る。外科医が訪問診療も行っている。小児外科専門医がおり、
16才未満の小児、特に乳幼
児で手術を要する子供の診療にあたっている。新生児の先天奇形、乳児の肥厚性幽門狭
窄症、腸重積症など緊急を要する疾患、鼠徑ヘルニア、停留精巣、臍ヘルニア、急性虫垂
炎、腹部腫瘍、体表の小腫瘤などに対応。また、日本乳癌学会乳腺認定医が
2名おり、乳癌
の手術も行っている。他職種と連携をはかり、チーム医療を組織・推進している。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

外科

関東

千葉

東京大学外科サブスペ
連動型専門研修プログラ 30
ム

東京大学医学部
附属病院

船橋二和病院

外科

関東

東京

東京大学外科専門研修 30
プログラム

東京大学医学部
附属病院

立川相互病院

東京

佐久総合病院 外科研修 8
プログラム

外科

関東

2018/02/28

QRコード

佐久総合病院で最低6ヶ月、小児外科、心臓大血管外科を経験し、みさと健和病院でその
他の外科分野を研修します。みさと健和病院の外科医師は
7名。指導医は1名です。
佐久総合病院

みさと健和病院
●お問い合わせ
みさと健和病院 医局事務 研修担当 長谷川 電話048-955-7171（代
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度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

外科

関東

東京

東京大学外科サブスぺ
連動型専門研修プログラ 30
ム

東京大学医学部
附属病院

東葛病院

外科

関東

神奈川

東邦大学医療センター
大森病院外科専門研修 12
プログラム

東邦大学医療セ
ンター大森病院

川崎協同病院、汐田総合病
院

2017年度外科専門研修プログラムの一覧
日本外科学会HPに掲載中
https://www.jssoc.or.jp/procedure/specialist-new/info20160824.html

金沢大学附属病
院

城北病院

外科専門研修プログラムは，金沢大学附属病院を中心に北陸
3県を主体として合計40施設
で専門研修施設群を形成する北陸最大の外科研修プログラムです。本プログラムでは，原
則として1年間の基幹施設（金沢大学附属病院）研修と，2年間の連携施設研修となっていま
す。城北病院では一般外科や救急診療において多様な症例を経験でき、北陸全域の病院
群が含まれており、複数施設で研修を行い多彩な症例を経験することが可能です。

市立四日市病院

協立総合病院

外科

東海・北陸

石川

金沢医科大学病院 外科 30
専門医研修プログラム

外科

東海・北陸

愛知

市立四日市病院外科専 4
門研修プログラム

外科

近畿

京都

京都大学外科専門研修
14
プログラム

京都大学医学部
付属病院

京都民医連中央病院

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com

外科

近畿

大阪

KINDAIプログラム～近
畿大学医学部外科専門 14
研修プログラム～

近畿大学医学部
附属病院

耳原総合病院

耳原総合病院をローテートすることで症例はほぼ経験できる。
耳原総合病院と近畿大学は、車で30分弱の距離。

外科

近畿

大阪

奈良県立医科大学外科 14
研修プログラム

奈良県立医科大
学附属病院

耳原総合病院

以前より、耳原総合病院外科後期研修医は、奈良医大で外部研修を経験し症例修得を行っ
てきた実績あり。

外科

近畿

奈良

奈良医科大学附属病院 14
外科専門研修プログラム

奈良県立医科大
学病院

土庫病院

2018/02/28

QRコード
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

外科

中国・四国

鳥取

鳥取大学外科専門研修 15
プログラム

外科

中国・四国

島根

鳥取大学外科専門研修
15
プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

国立大学法人 鳥
取大学医学部附 鳥取生協病院
属病院

鳥取大学医学部
附属病院

松江生協病院

プログラム内容
鳥取大学外科専門研修プログラムの特徴は、病院群が協働して以下の外科専門医の育成
を行うことを理念、使命としていることです。
１）理念
（１） 専攻医が医師として必要な基本的診療能力を習得すること
（２） 専攻医が外科領域の専門的診療能力を習得すること
（３） 上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、
患者に信頼され、標準的医療を提供でき、プロフェッショナルとしての誇りを持ち、患者への
責任を果たせる外科専門医となること
（４）外科専門医の育成を通して国民の健康と福祉に貢献すること
（５）外科領域全般からサブスペシャルティ領域（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外
科、小児外科）またはそれに準じた外科関連領域（乳腺や内分泌領域）の専門研修を行
い、それぞれの領域の専門医取得へと連動すること
２）使命
（１）標準的かつ包括的な外科医療を提供することにより、国民の健康を保持し福祉に貢献
すること
（２）他領域と連携して、特に山陰地区の地域医療を支えること
（３）外科領域診療に関わる最新の知識・テクニック・スキルを習得し、実践できる能力を養
いつつ、この領域の学問的発展に貢献すること
問い合わせ先
〒683-8503 鳥取県米子市西町86
国立大学法人鳥取大学医学部総務課（専門医制度準備室）
TEL:0859-38-7005 FAX:0859-38-7006 e-mail:teitou@adm.tottori-u.ac.jp

外科

中国・四国

2018/02/28

島根

オール島根外科専門研 10
修プログラム

島根大学医学部
附属病院

松江生協病院

プログラム内容
オール島根外科専門研修プログラムの特徴は、病院群が協働して以下の外科専門医の育
成を行うことを理念としていることです。
１）理念
（１） 専攻医が医師として必要な基本的診療能力を習得すること
（２） 専攻医が外科領域の専門的診療能力を習得すること
（３） 上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、
患者に信頼され、標準的医療を提供でき、プロフェッショナルとしての誇りを持ち、患者への
責任を果たせる外科専門医となること
（４）外科専門医の育成を通して国民の健康と福祉に貢献すること
（５）外科領域全般からサブスペシャルティ領域（消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外
科、小児外科）またはそれに準じた外科関連領域（乳腺や内分泌領域）の専門研修を行
い、それぞれの領域の専門医取得へと連動すること
問い合わせ先
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター専門研修等部門
TEL：0853-20-2714，2715 F A X：0853-20-2716
e-mail：s-kouki@med.shimane-u.ac.jp

30

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

外科

中国・四国

岡山

岡山大学広域外科専門 40
研修プログラム

岡山大学病院

水島協同病院、岡山協立病
院

外科

中国・四国

徳島

徳島大学外科専門研修 24
プログラム

徳島大学病院

徳島健生病院

外科

九州・沖縄

福岡

北九州市立医療セン
ター外科専門研修プログ 2
ラム

北九州市立医療
センター

健和会大手町病院、米の山
病院

外科

九州・沖縄

福岡

小倉記念病院外科専門 4
研修プログラム

一般財団法人平
成紫川会小倉記
念病院

健和会大手町病院

2018/02/28

QRコード

外科医としての『基本的な技術・知識』に加え、『患者様に対する適切な接し方とインフォー
ムドコンセント』に対しても早期に責任をもって徹底的に学んでいく事を基本方針としていま
す。 加えて、『リーダーシップ』や『教育』の基礎の確立、学術的な部門では年複数回の『全
国学会への発表』を義務付け、今後の進路がどの領域・医療チームでも医師・外科医として
恥ずかしくなく通用する意思を育成したいと考えています。
また当院の特徴の一つとして、Acute care surgery領域（Acute general
surgery＋Trauma surgery + Surgical critical care）の3領域の修練も行います。初診・診
断～手術～周術期集中治療まで連続性かつ継続性をもった修練を必須と位置付けていま
す。同時に待機的手術（Elective surgery）で良性～悪性疾患を開腹・腹腔鏡の両方で修練
を積みます。外科医としてAcute careとElective両方の修練を行うことでそれぞれの質の担
保を行うシステムを採用しています。
最後に、指導医達の立場から修練医に希望することは数多くありますが、一つ上げるとす
れば『自分たちを超えるように育つこと』があります。5年程度経過すれば、医学というのは
古くなりますので、自分達指導医に追いつかせるような指導は時代にマッチしない事を自覚
しています。社会のため、地域のため、チームのために次々と自分達を越えるような外科医
を教育していこうと考えます。
【指導医メッセージ】
外科医としての『基本的な技術・知識』に加え、『患者様に対する適切な接し方とインフォー
ムドコンセント』に対しても早期に責任をもって徹底的に学んでいく事を基本方針としていま
す。 加えて、『リーダーシップ』や『教育』の基礎の確立、学術的な部門では年複数回の『全
国学会への発表』を義務付け、今後の進路がどの領域・医療チームでも医師・外科医として
恥ずかしくなく通用する意思を育成したいと考えています。
また当院の特徴の一つとして、Acute care surgery領域（Acute general
surgery＋Trauma surgery + Surgical critical care）の3領域の修練も行います。初診・診
断～手術～周術期集中治療まで連続性かつ継続性をもった修練を必須と位置付けていま
す。同時に待機的手術（Elective surgery）で良性～悪性疾患を開腹・腹腔鏡の両方で修練
を積みます。外科医としてAcute careとElective両方の修練を行うことでそれぞれの質の担
保を行うシステムを採用しています。
最後に、指導医達の立場から修練医に希望することは数多くありますが、一つ上げるとす
れば『自分たちを超えるように育つこと』があります。5年程度経過すれば、医学というのは
古くなりますので、自分達指導医に追いつかせるような指導は時代にマッチしない事を自覚
しています。社会のため、地域のため、チームのために次々と自分達を越えるような外科医
を教育していこうと考えます。
研修医募集サイト： http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

外科

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島プロフェッショナル 26
外科専門研修プログラム

外科

外科

九州・沖縄

九州・沖縄

鹿児島大学病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

鹿児島生協病院、国分生協
病院

長崎大学病院群外科専 25
門医育成プログラム

長崎大学病院

沖縄

RyuCOS（Ryukyu
University
Comprehensive
Surgery Program）

国立大学法人 琉
球大学 医学部附 沖縄協同病院
属病院

当院はRyuCOS（Ryukyu University Comprehensive Surgery Program）の連携施設と
して専攻医の受入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、外科学会のホームページをご参照ください。

北海道大学

勤医協札幌病院

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒003-8510
北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 勤医協札幌病院 医局事務課：上田
Tel：011-811-2246 Fax：011-820-1245
E-mail：satu-sinryou@kin-ikyo.or.jp
弘前大学医学部附属病院を基幹に、青森県・秋田県を含む研修病院群で研修するプログラ
ムです。
健生病院での研修も可能です。

沖縄協同病院

産婦人
科

北海道・東北

北海道

WIND北海道大学産婦
人科

産婦人
科

北海道・東北

青森

弘前大学産婦人科研修 3学年で18
プログラム

弘前大学医学部
附属病院

健生病院

産婦人
科

北海道・東北

青森

青森県立中央病院産婦 3学年で6
人科研修プログラム

青森県立中央病
院

健生病院

2018/02/28

当院は長崎大学病院群外科専門医育成プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来
る研修施設です。
本プログラムは心臓血管外科subspecialty専門医取得を念頭に研修をします。
研修1年目は長崎大学で研修を行い、2-3年目を連携施設にて研修をします。研修期間中
は心臓血管外科領域に比重を置いた研修をし、最短で心臓血管外科
研修プログラムの詳細につきましては、長崎大学病院または外科学会のホームページをご
参照ください。

沖縄

17

20

QRコード
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

産婦人
科

北海道・東北

宮城

東北大学産婦人科研修 3学年で60
プログラム

東北大学病院

坂総合病院

産婦人
科

北海道・東北

秋田

秋田大学産婦人科研修 3学年で21
プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

産婦人
科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学産婦人科研修 3学年で21
プログラム

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院

産婦人
科

北関東・甲信越 群馬

東京女子医科大学産婦 3学年で45
人科研修プログラム

東京女子医科大
学病院

利根中央病院

産婦人
科

北関東・甲信越 埼玉

自治医科大学さいたま
医療センター産科婦人
科専門研修プログラム

自治医科大学さい 埼玉協同病院
たま医療センター

産婦人科の豊富な症例を経験することができます。
埼玉協同病院では、特に周産期に力を注いでおり、内科や精神疾患を合併した妊娠管理も
多く、分娩後の健康管理まで見通した医療を身につけることができます。
埼玉県さいたま市、川口市内の研修施設で構成されているので研修施設が変わっても移
動が楽です。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

産婦人
科

北関東・甲信越 山梨

山梨県統一産婦人科専 3学年で30
門研修プログラム

山梨大学医学部
附属病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

2018/02/28

甲府共立病院

QRコード
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

産婦人
科

関東

千葉

千葉大学産婦人科研修
1学年で16
プログラム

千葉大学医学部
附属病院

船橋二和病院

産婦人
科

関東

東京

東京都立多摩総合医療
センター産婦人科研修プ 3学年で24
ログラム

東京都立多摩総
合医療センター

立川相互病院

産婦人
科

関東

東京

杏林大学産婦人科研修 3学年で60
プログラム

杏林大学医学部
付属病院

立川相互病院

産婦人
科

近畿

京都

京都府立医科大学産婦
3学年で30
人科研修プログラム

京都府立医科大
学付属病院

京都民医連中央病院

産婦人
科

近畿

大阪

大阪大学産科婦人科専
門研修プログラム

大阪大学医学部
附属病院

耳原総合病院

2018/02/28

QRコード

千葉大学医学部附属病院を基幹とする「千葉大学産婦人科研修プログラム」は、千葉県内
を中心に28の病院が参加し、｢千葉の力を結集｣して専門医を育てます。
本プログラムの最大の特徴は、多数の施設によるmultidimensionalな研修にあります。こ
れまで別々の専攻医研修プログラムを実施してきた施設が、統一プログラムのもとそれぞれ
の特長を生かして教育研修を担当します。専攻医は、研修施設の内からそれぞれのニーズ
に見合う最も適切な施設を複数選択して、ローテーションします。複数の病院を廻り、専門性
や考え方・経歴などの異なる多くの指導医に接することで、複眼的視野を持った専門医を目
指します。
本プログラムの2つ目の特徴は、研修中に、専攻医それぞれが自らの研修成果を形成的に
評価して、必要に応じて研修プランの調整を行う点です。評価は研修責任者とともに行い、
研修先の選択についてアドバイスを受けます。これにより、研修成果を基盤としたバランス
のとれた研修を可能にします。
また、本プログラムは、これまでの「医局入局後の研修制度」とは異なるコンセプトに基づく
ものです。いわゆる「入局希望者」はもちろん、それ以外の専攻医も受け入れます。専攻医と
して研修を始めるにあたり、各専攻医は研修の相談担当者（指導医）を指定して、研修期間
中にその指導医との関係を継続することが可能です。研修先や専門医資格取得後のサブス
ペシャリティ研修などさまざまな問題が生じた際には、この指導医に個別に相談することが
できます。
船橋二和病院は現在、地域医療枠で連携施設としてプログラムに参加しています。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1社会医療法人社団 千葉県
勤労者医療協会 船橋二和病院URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井TEL・FAX 047-447-9745
E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
1年目、2年目を耳原総合病院で研修する。そのうち1か月は地域医療研修として他施設。
3年目は、大阪大学附属病院で1年間（6か月産科＋6か月婦人科）か、
あるいは、6か月大阪大学附属病院＋6か月成人病センターor母子センターor国循センター
での研修。
以前より、耳原総合病院産婦人科後期研修医は、堺市立総合医療センター（阪大医局）、
大阪大学附属病院で外部研修を行って来た実績あり。
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領域名

産婦人
科

産婦人
科

地協名

近畿

九州・沖縄

県名

兵庫

沖縄

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

兵庫医科大学産婦人科
3学年で10
研修プログラム

豊見城中央病院産婦人 3学年で6
科専門研修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

尼崎医療生協病院

本専門研修プログラムでは、医師としてまた産婦人科医としての基本的な診療技術、幅広
い知識を習得し、婦人科腫瘍、周産期、女性のヘルスケア、生殖医療、内視鏡手術、さらに
医療過疎地における地域医療に特化した連携施設での研修により、幅広く、より高度な知識
・技能を持つことが可能となる。研修終了後は、兵庫県下のみならず地域医療の担い手とし
て、県外も含めた希望する施設で就業することが出来る。さらに専門研修施設群における専
門研修後には、大学院への進学やサブスペシャリティ領域の専門医の研修を開始する準備
も整っているため、スムーズに個々のスキルアップを図ることが出来る。
連携施設開始研修コースとして、尼崎医療生協病院に比重をおいて（１～２年間）産婦人科
地域医療の実践と産婦人科基礎を習得できるコースを持ち合わせている。
＜連絡先＞
尼崎医療生活協同組合
生協事務局 医師担当
課長 徳間 達哉
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘11-12-1
Tel：06-6436-9500（内線4306）
Fax：06-6436-0156（医局）
Mail：tokuma.tat@amagasaki.coop

豊見城中央病院

沖縄協同病院

当院は豊見城中央病院産婦人科専門研修プログラムの特別連携施設として専攻医の受入
が出来る研修施設です。地域医療研修で当院での研修が可能。
研修プログラムの詳細につきましては、産婦人科学会または豊見城中央病院ホームページ
をご参照ください。（https://www.tomishiro-rinsyo.
jp/clinicaltraining/specialty/department/）

兵庫医科大学病
院

耳鼻咽
喉科

北海道・東北

北海道

北海道大学病院耳鼻咽 9
喉科専門研修プログラム

北海道大学病院

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
北海道勤労者医療協会札幌 得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
病院
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒003-8510
北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 勤医協札幌病院 医局事務課：上田
Tel：011-811-2246 Fax：011-820-1245
E-mail：satu-sinryou@kin-ikyo.or.jp

耳鼻咽
喉科

九州・沖縄

福岡

九州大学病院 耳鼻咽喉
10
科 専門研修プログラム

九州大学病院

千鳥橋病院

2018/02/28

QRコード

<千鳥橋病院のアピール>
千鳥橋病院は指導医1人、年間手術件数は100件。九大病院は徒歩5分の距離にあり、従
来から九大病院との連携で医療活動をおこなっており、PG運営はスムーズな関係です。
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

耳鼻咽
喉科

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島大学病院耳鼻咽 4
喉科専門研修プログラム

鹿児島大学病院

鹿児島生協病院

脳神経
外科

北海道・東北

宮城

脳神経外科専門研修東
北大学大学院医学系研
究科プログラム

東北大学医学部
附属病院

坂総合病院（関連施設）

脳神経
外科

北海道・東北

秋田

脳神経外科専門研修秋
田大学大学院プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院（連携施設）

脳神経
外科

北関東・甲信越 群馬

脳神経外科専門研修 群
馬大学医学部プログラム

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院（関連施設）

脳神経
外科

関東

神奈川

横浜市立大学大学院 医
学研究科 脳神経外科33
番

横浜市立大学附
属病院

汐田総合病院（連携施設）

脳神経
外科

中国・四国

岡山

脳神経外科専門研修 岡
山大学大学院プログラム

岡山大学病院

岡山協立病院（関連施設）

脳神経
外科

脳神経
外科

九州・沖縄

九州・沖縄

2018/02/28

沖縄

脳神経外科専門研修 近
畿大学医学部プログラム

近畿大学医学部
付属病院

沖縄

脳神経外科専門研修 琉
球大学医学部プログラム

琉球大学医学部
付属病院

QRコード

ホームページhttp://www-user.yokohama-cu.ac.jp
参照

沖縄協同病院（連携施設）

当院は近畿大学医学部付属病院脳神経外科専門研修プログラムの連携施設として専攻医
の受入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、脳神経外科学会または近畿大学医学部付属病院
脳神経外科のホームページをご参照ください。
（http://www.med.kindai.ac.jp/nouge/program/index.html）

沖縄協同病院（関連連携）

当院は琉球大学医学部付属病院脳神経外科専門研修プログラムの特別連携施設として専
攻医の受入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、脳神経外科学会または琉球大学医学部付属病院
脳神経外科のホームページをご参照ください。
（http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/nsrg/clinical.html）

36

領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

麻酔科

北海道・東北

北海道

勤医協中央病院麻酔科 2
専門医研修プログラム

勤医協中央病院

連携施設A：東葛病院
連携施設B：勤医協札幌病
院、道東勤医協釧路協立病

麻酔科

北海道・東北

宮城

東北大学麻酔科専門研 14
修プログラム

東北大学医学部
附属病院

坂総合病院（連携施設A）

麻酔科

北海道・東北

秋田

秋田大学麻酔科専門研 5
修プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院（連携施設B）

麻酔科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学医学部附属病
院麻酔科専門研修プロ 16
グラム

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院（連携施設B）

麻酔科

北関東・甲信越 埼玉

東京女子医科大学病院
麻酔科専門研修プログラ 7
ム

東京女子医科大
学付属病院

埼玉協同病院（連携施設A）

麻酔科

関東

船橋市立医療センター
麻酔科専門研修プログラ 3
ム

船橋市立医療セ
ンター

船橋二和病院（連携施設A）

2018/02/28

千葉

QRコード

当研修プログラムは、専攻医が整備指針に定められた麻酔科研修の到達目標を達成でき
る専攻医教育を提供し、地域の麻酔診療を維持すべく十分な知識・技術・態度を備えた麻酔
科専門医を育成する。麻酔科専門研修プログラム全般に共通する研修内容の特徴などは
別途資料麻酔科専攻医研修マニュアルに記されている。
勤医協中央病院、勤医協札幌病院、北海道大学病院、札幌禎心会病院での研修を行うこ
とで、専門研修の到達目標を達成できる。また、地域医療に特化した北見赤十字病院、釧
路協立病院、東葛病院での研修が可能である。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp
〈プログラムの特徴〉
専攻医が整備指針に定められた麻酔科研修の到達目標を達成できる専攻医教育を提供
し，地域の麻酔診療を維持すべく十分な知識・技術・態度を備えた麻酔科専門医を育成す
る。
特に緊急麻酔などの全身状態が不安定な患者を術前から術中、術後と連続的な流れで評
価・管理ができるよう、救命救急センターでの研修を取り入れる。
また、地域医療に特化した連携施設(船橋二和病院)での研修も特徴としている。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

37

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

麻酔科

関東

東京

勤医協中央病院麻酔科 2
専門医研修プログラム

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

勤医協中央病院
（北海道札幌市）

東葛病院（連携施設A）

麻酔科

近畿

京都

京都府立医科大学附属
病院麻酔科専門研修プ 14
ログラム

京都府立医科大
学付属病院

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都民医連中央病院（連携施
京都市中京区西ノ京春日町16-1
設B）
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com

麻酔科

中国・四国

岡山

岡山大学病院麻酔科専 24
門研修プログラム

岡山大学病院

岡山協立病院（連携施設A）

2018/02/28

QRコード

38

領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など
【指導医メッセージ】
●自由度の高い研修
当院の麻酔科研修プログラムは、書面で見るより自由度が高いと思います。当然ながら麻
酔科学会が求める最低限のラインは越えていきますが、どういう風に専門研修を組むかとい
うのは、専門医になってからも長い医師人生でそこからどういうジャンルに進んでいくのかに
合せてアレンジしていくことが大事です。本人の希望に沿った自由度の高い研修ができると
いうのが1番の特徴ではないかと思っています。
当院自体の特徴としては救急医療や集中治療に麻酔科医が積極的に関わっていることが
挙げられると思います。また整形外科に関しては体幹や末梢神経ブロックを含めて積極的
に行っていますのでかなり力がつきます。一方で、小児麻酔や、肺の麻酔がそんなに沢山な
いというデメリットはあるので、そういった点は連携施設と協力して補っていくことになります。
●社会に貢献する麻酔科医に
大手町病院にこだわらず、麻酔科医として社会に貢献してもらえればそれでいいかなと思っ
ています。大手町病院出身の麻酔科医だったらどこに出しても恥ずかしくない麻酔科医に
なっているはずです。このプログラムで提供できるものもありますが、「こういうことがしたい
のですが実現できますか？」と言ってもらえれば、「こういうふうにやっていこうよ。」と答えて
いける自由度があると思いますので、是非ドンと大きく要望を出してほしいですね。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
<千鳥橋病院のアピール>
地域の市中病院として小児医療・産科・乳腺外科を担う施設。
2016年度は、麻酔科管理症例は918例。全麻(吸入)173、全麻(TIVA)6+α277、全麻
(TIVA)+α25、CSEA20、硬膜外14、脊髄クモ膜71、伝達38、その他294でした。その他は
産婦人科と内視鏡鎮静麻酔がほとんどです。
麻酔科管理症例数 918症例
本プログについての症例数
小児（6歳未満）の麻酔 4症例
帝王切開術の麻酔 68症例
心臓血管手術の麻酔
（胸部大動脈手術を含む） 0症例
胸部外科手術の麻酔 34症例
脳神経外科手術の麻酔 2症例
<採用方法>
大手町病院 参照

麻酔科

九州・沖縄

福岡

健和会大手町病院麻酔
科専門研修プログラム 2

健和会大手町病
院

連携施設A：千鳥橋病院・鹿
児島生協病院・東葛病院

麻酔科

九州・沖縄

福岡

産業医科大学麻酔科専 5
門研修プログラム

産業医科大学病
院

健和会大手町病院（連携施設
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
B）

麻酔科

九州・沖縄

福岡

小倉記念病院麻酔科専 2
門医研修プログラム

小倉記念病院

健和会大手町病院（連携施設
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
B）

2018/02/28

QRコード
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

麻酔科

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島大学病院麻酔科 12
専門研修プログラム

鹿児島大学病院

鹿児島生協病院（連携施設
A）

麻酔科

九州・沖縄

鹿児島

健和会大手町病院麻酔 2
科専門研修プログラム

健和会大手町病
院

連携施設A：鹿児島生協病
院、千鳥橋病院、東葛病院

麻酔科

九州・沖縄

2018/02/28

沖縄

琉球大学医学部附属病
院麻酔科専門研修プロ 9
グラム

琉球大学医学部
付属病院

沖縄協同病院（連携施設A）

QRコード

2015年度から麻酔科専門医制度が変更になりました。受験資格に
4年間の専門研修プログ
ラムの修了が加わり、その中でこれまで義務づけられていなかった特殊麻酔症例の経験が
条件に追加されました。4年間での必要症例数は以下の通りです。
小児 (6歳未満) の麻酔：25例
帝王切開術の麻酔：10例
心臓血管手術の麻酔：25例
胸部外科手術の麻酔：25例
脳神経外科手術の麻酔：25例
これまでは学会の認定病院であれば、これらの症例がない病院でも専門医を取得すること
が可能でしたが、今後はそれができなくなります。
琉球大学はこの研修プログラムの責任施設として県内外の多くの関連病院と連携し、プロ
グラムを作成しています。
プログラムの特徴：
琉球大学のプログラムの特徴は、参加施設の多さです。特徴ある県内外およそ
20の関連
病院が参加する、多様なニーズに応えることができるプログラムです。
＊琉球大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラム参加施設一覧＊
南部医療センター・こども医療センター那覇市立病院 沖縄赤十字病院 浦添総合病院
大浜第一病院 県立北部病院 県立宮古病院 県立八重山病院 県立中部病院 中頭病院
北部地区医師会病院 ハートライフ病院 国立沖縄病院 南部徳洲会病院 中部徳州会病院
沖縄協同病院 弘前大学 小倉記念病院
（http://ryukyuanesth.com/staff/）
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領域名

小児科

地協名

北海道・東北

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

勤医協札幌病院

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒003-8510
北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 勤医協札幌病院 医局事務課：上田
Tel：011-811-2246 Fax：011-820-1245
E-mail：satu-sinryou@kin-ikyo.or.jp

弘前大学医学部
小児科

健生病院

このプログラムは、研修基幹施設である弘前大学医学部附属病院、研修連携施設のうち救
急やNICU、高い専門性をもった大規模施設9病院、比較的規模が小さく小児科のプライマ
リーな診療を行う中小規模施設4病院に分けられています。
詳しくは弘前大学医学部小児科学教室HP（http://www.med.hirosaki-u.ac.
jp/~pedia/index.html）をご覧ください。

北海道

札幌医科大学附属病院
小児科専門研修プログラ 9
ム

札幌医科大学小
児科

小児科

北海道・東北

青森

弘前大学医学部附属病
院小児科研修医（専攻 10
医）プログラム

小児科

北海道・東北

岩手

岩手医科大学附属病院 9
小児科専攻医プログラム

岩手医科大学小
児科

川久保病院

岩手医科大学の後期研修連携施設については以下を参照のこと
http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/wpcontent/uploads/2016/06/96c366ff44f4f39f9cf8a5b280884a0c.pdf

小児科

北海道・東北

宮城

東北大学小児科専門研
修プログラム：プログラム 15
in MIYAGI

東北大学医学部
小児科

坂総合病院

1年間の研修が坂総合病院で可能となるPGです。主に地域総合小児医療を担当していま
す

小児科

北海道・東北

秋田

秋田大学医学部附属病
院 小児科専門研修プロ 8
グラム

秋田大学医学部
小児科

中通総合病院

小児科

北関東・甲信越 群馬

2018/02/28

群馬大学医学部附属病
院小児科専門研修プロ 12
グラム

群馬大学医学部
小児科

前橋協立病院、利根中央病
院

QRコード

○前橋協立病院、利根中央病院ともに１年間の小児科研修が可能です
○お問い合わせ先
前橋協立病院 医局事務次長 澤田
電話：０２７－２６５－３５１１（代）
Mail：kenshu@kyouritsu.org
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領域名

小児科

地協名

県名

北関東・甲信越 埼玉

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

埼玉医科大学総合医療
センター小児科専門研 9
修プログラム

埼玉医科大学総
合医療センター

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

埼玉協同病院

関連施設として3ヶ月間埼玉協同病院での研修となります。
埼玉協同病院では保健予防活動に力を入れています。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

小児科

北関東・甲信越 埼玉

川口市立医療センター
小児科専攻（後期研修） 7
医研修プログラム

川口市立医療セ
ンター

埼玉協同病院

6～18ヶ月埼玉協同病院での研修が可能です。
埼玉協同病院では保健予防活動に力を入れています。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

小児科

北関東・甲信越 新潟

新潟小児科専攻医育成 14
プログラム

新潟大学医学部
小児科

下越病院

小児科領域でよく遭遇する疾患の診療に必要な知識・技術の習得に加え、小児の正常な成
長発達、生理を理解し、小児保健・予防医学を含む小児科の基本的臨床能力を身につけ
る。

小児科

北関東・甲信越 山梨

山梨県小児科専門研修 8
プログラム

山梨大学医学部
附属病院

甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

小児科

北関東・甲信越 長野

長野県立こども病院小児 7
科専門研修プログラム

長野県立こども病 松本協立病院、健和会病院、
院
上伊那生協病院

2018/02/28

QRコード
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領域名

小児科

地協名

関東

県名

千葉

プログラム名

船橋市立医療センター
専攻医研修プログラム

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

6

船橋市立医療セ
ンター

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

船橋二和病院

QRコード

〈船橋二和病院の特徴〉
船橋市の小児2次救急ネットワークに入っており、一般の急性疾患に加えて､気管支喘息や
アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患､てんかん､ネフローゼや慢性腎炎などの慢性疾患
に対応します。臨床心理士とタイアップした発達外来や理学療法士・作業療法士・言語療法
士とタイアップした小児リハビリテーション、喉頭ファイバー検査、マスクによる非侵襲的陽圧
呼吸（ＮＩＰＰＶ）の在宅管理も行っています。さらに、健診、予防接種などの予防外来診療も
行なっています。基本的な診療レベルの獲得に加えて、患児家族を社会的存在として捕ら
え、その問題に対してのチームアプローチができる（被虐待事例など）研修を行っています。
〈プログラムの特徴〉
小児科医は成長、発達の過程にある小児の診療のため、正常小児の成長・発達に関する
知識が不可欠で、新生児期から思春期まで幅広い知識と、発達段階によって疾患内容が異
なるという知識が必要です。さらに小児科医はgeneral physicianとしての能力が求められ、
そのために、小児科医として必須の疾患をもれなく経験し、疾患の知識とチーム医療・問題
対応能力・安全管理能力を獲得し、家族への説明と同意を得る技能を身につける必要があ
ります。
本プログラムでは、「小児医療の水準向上・進歩発展を図り、小児の健康増進および福祉
の充実に寄与する優れた小児科専門医を育成する」ことを目的とし、一定の専門領域に偏
ることなく、幅広く研修します。専攻医は「小児科医は子どもの総合医である」という基本的
姿勢に基づいて３年間の研修を行い、「子どもの総合診療医」「育児・健康支援者」「子ども
の代弁者」「学識・研究者」「医療のプロフェッショナル」の５つの資質を備えた小児科専門医
となることをめざしてください。
船橋市は依然として小児人口が増加している地域であり、人口に比べ、小児科医、小児科
病床の少ない地域となっています。
本プログラムは、市内の小児科、新生児科で地域の小児科総合診療医、各分野の専門医
を育てることを主目標に掲げています。市内で小児科病床を持つ3病院の全てで研修する
ことによって、地域の特性を知ることが出来、地域に根付いた医師を育成することを目標に
しています。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井 TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-irenc.or.jp

小児科

関東

東京

小児総合医療センター
施設群小児科東京医師 12
アカデミー専門研修プロ
グラム

都立小児医療セ
ンター

立川相互病院

立川相互病院の枠で受験する場合は、立川相互病院へご連絡下さい。

小児科

関東

東京

松戸市立病院小児医療
センター
6
小児科専門研修プログ
ラム

松戸市立病院

東葛病院

最大24ヶ月、東葛病院での研修が可能です。東葛病院では小児科全般、地域医療研修を
担当します。

神奈川

済生会横浜市東部病院
小児科専門研修プログラ 1
ム

川崎協同病院

済生会横浜市東部病院HP
https://www.tobu.saiseikai.or.jp/
＜お問い合わせ先＞
専攻医研修室 担当 三浦様
TEL 045-576-3000 FAX 045-576-3586
E-mail：senkoui@tobu.saiseikai.or.jp

小児科

関東

2018/02/28

済生会横浜市東
部病院
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

小児科

関東

神奈川

東邦大学医療センター
大森病院小児科専攻医 5
プログラム

小児科

小児科

東海・北陸

東海・北陸

2018/02/28

東邦大学医療セ
ンター大森病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

川崎協同病院

東邦大学病院HP
http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/

城北病院

◆本プログラムは、金沢大学附属病院と複数の連携施設が小児科専門医研修のためのコ
ンソーシアム（共同体）を形成しています。各研修施設で得意な領域について重点的に研修
を行い、足らない部分を相互に補完します。研修医は各病院群で順次研修を行います。各
病院群の担当すべき研修は以下に示します。
城北病院は、連携病院C群として6カ月～12カ月の地域医療、総合診療に力点をおいて、
小児医療の多様な姿について研修を行います。
研修基幹施設では、血液・悪性腫瘍、神経難病、免疫不全症、膠原病・自己炎症疾患、小
児外科疾患、三次救急疾患など、高度・集約的医療が必要な患者の診療に当ります。また
病態評価や診断が困難な症例について、臨床医として一般的に要求されるレベルを超えて
病態解析を行い、研究の動機付けを行います。金沢大学附属病院が担当します。
連携病院A群では、一般小児科医としての基礎的な知識、技術を身につけ、専門外来診療
経験を積みます。新生児・未熟児医療、小児救急に特に力点を置いて研修。連携病院
B群
は、重症心身障がい者に関わる医療、子どものこころに関わる診療、
postNICUの医療、神
経難病に関わる診療などについて集中的に研修を行います。
城北病院では、午前・夜間（18:30受付まで）の外来診療では、風邪に始まり、肺炎や胃腸
炎などの感染症だけでなく、夜尿症・低身長・不登校など様々な相談で受診される方がいま
す。大多数が軽症の中から、重症患者を適切に拾い上げ、紹介が必要な病態なのかどう
か、当院で診ていくと判断した場合は、その後のマネージメントをどうするか、を学ぶことが
できます。さらに、病気だけではなく、ご家族の家庭環境、社会・経済的な問題を含め、お子
さんを取り巻く様々な問題を一緒に解決していく姿勢で診療を行っています。また、医局は１
つなので、外科・整形外科・リウマチ科など他科の医師に気軽に相談でき、連携して診療に
あたることができます。
○乳幼児健診 午前中は毎日、乳幼児健診を受け付けています。正常な子どもの発達を確
認し、また育児相談にのるという、小児科医にとって大事なスキルも身に付きます。
○予防接種 BCG以外は予約をとらずに随時受け付けています。近年の予防接種は種類も
回数も多く、お母さん方はスケジュールを立てるのも大変です。スタッフと連携し、安全で安
心な予防接種についてのマネージメントを学べます。
○アレルギー 近年増加しているアレルギー疾患に力を入れています。毎年夏休みに行って
いる喘息サマーキャンプは、今年で40回目を迎えました。特に力を入れているのが食物アレ
ルギーです。毎週外来・入院で定期的に負荷試験を行い、不必要に除去している状況を少
しでも解消しようと、積極的に取り組んでいます。旧国立小児病院（現成育医療研究セン
ター）や相模原病院で研修を積んだ医師が診療を行っていますので、専門的な治療につい
て学ぶことができます。

石川

金沢大学附属病院小児
科専門研修プログラム 10

金沢大学医学部
小児科

愛知

あいち小児保健医療総
合センター総合診療科
研修プログラム

地域の一次・二次医療，健康増進，予防医療，育児支援などを総合的に担い，地域の各種
社会資源・人的資源と連携し，地域
あいち小児保健 南生協病院、協立総合病院、 全体の子どもを全人的・継続的に診て，小児の疾病の診療や成長発達，健康の支援者とし
医療総合センター 北病院、名南病院
ての役割を果たす能力を修得する。
４病院ともに連携施設となっており、最大２４ヶ月の研修が可能となっている。

3

QRコード
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領域名

小児科

地協名

近畿

県名

大阪

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

近畿大学小児科専門研
7
修プログラム

近畿大学医学部
附属病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

耳原総合病院

QRコード

1年目は近畿大学医学部附属病院一般病棟で感染性疾患・内分泌代謝疾患・血液腫瘍疾
患・アレルギー疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、腎泌尿器疾患、循環器疾患、神経疾患を
担当医として研修し、周産期センター新生児部門で新生児疾患、先天異常疾患を
6か月研
修。
2年目は、近畿大学奈良病院で3～12か月、大阪南医療センター、市立貝塚病院で3～6か
月、耳原総合病院、その他関連施設で3～6か月、それぞれ担当医として研修。
3年目は、近畿大学医学部附属病院で総合的に研修を実施。
「阪神地域の医療機関が『大学医局の壁』を越えて協力し、地域全体の小児医療レベルの
向上を図りながら、子どもの健康と安全を守る連帯会計を築くこと」、「迅速で機敏なチーム
医療を提供し、医師が適切なリーダーシップを発揮すること」、「研究マインドを持ち将来の
小児医療を担う若い医師を養成すること」の３つが、当センターの小児科目標です。
尼崎医療生協病院小児科には上記プログラムの中で、特に「地域小児総合医療」研修に力
を入れて取組ます。 入院、外来、予防接種、健診の診療力量の獲得に尽力します。

小児科

近畿

兵庫

兵庫県立尼崎総合医療
センター小児科専門研 8
修プログラム

小児科

中国・四国

香川

四国こどもとおとなの医
療センター小児科研修 7
医（専攻医）プログラム

鹿児島

鹿児島大学小児科後期 10
臨床研修プログラム

小児科

九州・沖縄

2018/02/28

兵庫県立尼崎総
合医療センター

尼崎医療生協病院

尼崎医療生活協同組合
生協事務局 医師担当
課長 徳間 達哉
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘11-12-1
Tel：06-6436-9500（内線4306）
Fax：06-6436-0156（医局）
Mail：tokuma.tat@amagasaki.coop
へいわこどもクリニックは、専門研修連携施設である高松平和病院の小児科の外来部門を
担当し、小児一般と専門外来、救急外来、ワクチン接種、保健予防活動、園医・学校医活
動、病児保育等を行っており、プライマリケアの研修および小児保健、地域総合医療の研修
を行うことができる。アレルギー、発達障害児の患者会活動も盛んである。
香川医療生活協同組合
高松
四国こどもとおと
お問い合わせ先
なの医療センター 平和病院、へいわこどもクリ 760-8530 高松市栗林町1-4-1
ニック（外来）
高松平和病院 研修担当：末澤理恵
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

鹿児島大学医学
部小児科

鹿児島生協病院

鹿児島生協病院は、鹿児島市立病院とともに鹿児島医療圏における連携施設の一つであ
り、感染性疾患を中心に、地域の救急医療に参加して研修するとともに、小児科学
のすべての領域を指導医の下にくまなく経験し、到達度を高める。鹿児島市立病院では
NICU研修も行う。生協病院において６から２４ヶ月の研修を生協病院で担当可能。
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など
当院は札幌市北東部の地域中核病院として、急性期医療とがん診療、そして専門的医療を
柱に、患者さんの要求に応える医療・福祉の連携推進に邁進している
450床の急性期病院
である。「断らない救急」をモットーに年間約8000台の救急車を受け入れ、また無料低額診
療も実施しているため、高齢独居などの困難事例を地域のどこよりも多く診ている、まさに
「最後の砦」の役割を担っている。当院の精神科は外来診療のみで精神科病床を有してい
ないが、2008年より「リエゾン科」を標榜し、リエゾン・コンサルテーション活動に力を入れて
勤医協中央病院、 勤労者医 きた。当院では、リエゾン・コンサルテーション活動を通じ、他科、他職種、他病院との連携や
一般診療における精神医療の果たす役割を豊富な症例とともに実践的に学ぶことができ
療協会勤医協札幌病院
る。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
○精神保健指定医の取得が最小年限(3年)で可能です
○外来、集団レク、デイケア、家庭訪問、地域との連携など、様々な治療場面で経験を積む
ことができる
○連携施設にて内科とのリエゾンを経験できます。
○急性期の入院を積極的に引き受けています。
健生クリニック、生協さくら病 ○家族会・家族教室に積極的に取り組んでいます。
院
○毎週金曜日に学習会を行っています。
○民医連のなかでは、東日本・北海道で唯一の精神科研修基幹施設です。
病院ホームページ：http://www.fujisiro-hp.info/
問合せ先：〒036-8373 青森県弘前市大字藤代2丁目12-1
藤代健生病院 事務次長 泉谷雅人
Tel:0172-36-5181 fax:0172-36-2823

精神科

北海道・東北

北海道

津軽保健生活協同組合
藤代健生病院 精神科専 3
攻医プログラム

津軽保健生活協
同組合藤代健生
病院

精神科

北海道・東北

青森

津軽保健生活協同組合
藤代健生病院 精神科専 3
攻医プログラム

津軽保健生活協
同組合藤代健生
病院

精神科

北海道・東北

宮城

津軽保健生活協同組合
藤代健生病院 精神科専 3
攻医プログラム

津軽保健生活協
同組合藤代健生
病院

坂総合病院

精神科

北海道・東北

秋田

秋田大学付属病院連携
施設 精神科専攻医研修 25
プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

精神科

北関東・甲信越 山梨

山梨県立北病院精神科 2
専門研修プログラム

山梨県立北病院

山梨勤労者医療協会甲府共
立病院

2018/02/28

QRコード

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp
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領域名

精神科

地協名

関東

県名

東京

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

津軽保健生活協同組合
藤代健生病院 精神科専 3
攻医プログラム

精神科

関東

東京

国府台病院・精神科専門 6
医研修プログラム

精神科

東海・北陸

石川

吉田病院精神科専門研 3
修プログラム

2018/02/28

津軽保健生活協
同組合藤代健生
病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

東京のど真ん中に位置する精神科神経科らしく、あらゆる精神疾患の患者さんが通院して
います。
○施設は、外来と精神科デイケア（大規模）で多職種によるチーム医療を展開しています。
（入院施設はありません。）
○内科病棟（回復期、障害者リハ、介護療養等）がありリエゾン・コンサルテーション活動や
緩和ケアを学べます。
○指導医は、EBMを基礎にした社会健康医学、労働精神医学、精神科リハを専門にしてい
東京勤労者医療会代々木病 ます。
院
○生活臨床、認知行動療法（SSTを含む）、心理教育、認知神経リハ等の心理社会的療法
を実践していますので、それらについて学べます。
○嘱託産業医や労働衛生コンサルタント活動の見学研修、健診センター内にある従業員支
援プログラム（EAP）活動を経験できます。
○さまざまな社会資源の見学や連携の仕方を学べます。
代々木病院：http://www.tokyo-kinikai.com/yoyogi/
問い合わせ先 〒151-8556東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-7
事務次長 横田博 yo_ikyoku_jimu2@tokyo-kinikai.com

国府台病院・精神科専門医研修プログラムの研修施設群は
5つの施設から構成されてい
る。基本コース、児童精神科重点コース、国立国際医療研究センター病院重点コース、及び
みさと協立病院重点コースの４つのコースがあり、専攻医は１学年
6名を予定している。プロ
グラムの特色は、急性期医療から地域生活支援までアクティブに研修できること、及び身体
合併症・精神科リエゾン診療を通して、精神及び身体両面から総合的に診療する能力を習
国立国際医療研 医療法人財団東京勤労者医 得できる。
究センター国府台 療会みさと協立病院
協立病院は、埼玉県三郷市に在る。患者同士で援助しあう関係を重視し、職員も患者と共
病院
に学び、支え合う治療的雰囲気作りを心がけている。精神科病棟
60床は平均在院日数
50～60日ほどで、急性期患者を次々と受け入れる活力がある。グループホーム、地域活動
支援センター、患者会、家族会等と連携しており、精神科リハビリテーション及び地域生活支
援に重点を置いた実践を学ぶことができる。
https://www.jspn.or.jp/modules/program2/index.php?did=123
◆施設としての特徴
１．総合病院精神科外来での一般精神科臨床を学ぶ。総合病院特有の患者層、疾患層へ
の対応、外来での他科との連携やチーム医療について学ぶ。
２．二次救急病院として自殺企図症例が多く、県内唯一緊急対応可能な高圧酸素療法装
置があることや、病院の理念として断らない医療の実戦で、精神疾患をもつ方の救急搬入
件数が多い。そこで自殺リスクの評価や専門病院への転院の必要性を含め、評価、治療に
ついて学ぶことができる。
社会医療法人平 城北病院
３．精神科病院との連携から、精神疾患患者の合併症治療、身体疾患患者の精神疾患の
和会吉田病院
合併などへのいわゆるリエゾン・コンサルテーション症例が多い。病棟にはリエゾンカンファ
ランスを実施している病棟もあり、また病院としてリエゾンチーム設置の計画がある。
４．上記と関連して、院内に緩和ケアチーム、認知症ケアチームも設置されており、緩和ケ
アや認知症の合併症治療やケアへの精神科の関わりについて研修することができる。
５．小児思春期事例では小児科と連携して家族対応などの治療にあたる場合もある。以上
を他職種とのあるいは他科医師とのチーム医療によって、その一員として適切な精神医学
的助言を研修ではきる。
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精神科

東海・北陸

愛知

藤田保健衛生大学病院
連携施設 精神科専門医 10
研修プログラム

藤田保健衛生大
学病院精神科

北メンタルクリニック

精神科

東海・北陸

愛知

名古屋市立大学病院連
携施設 精神科専門医研
修プログラム

名古屋市立大学
病院

協立総合病院、南生協病院

精神科

近畿

京都

吉田病院精神科専門研
3
修プログラム

社会医療法人平
和会吉田病院

京都民医連中央病院、太子
道診療所

精神科

近畿

兵庫

吉田病院精神科専門研 3
修プログラム

社会医療法人平
和会吉田病院

医療法人神戸健康共和会東
神戸病院

2018/02/28

QRコード

施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
名古屋市北部、１６万人が住む北区に所在し、歯科、生協組合員活動センターが入った複
合ビルの中で、精神科医療を行っている。南隣に当生協北病院、町内に訪と看護ステーショ
ンがあり、近隣に地域支援センターがある。都市部高人口密集度地域で精神科医療を患
者、家族、住民と共に展開しています。
外来診療、訪問診療、訪問看護、デイケアを医師、PSW、OT、Ns等が多職種型チーム医
療ですすめ支援センター、家族会、医療生協、地域ネットワークですすめています。
神経症障害、気分障害、統合失調症をはじめ多岐に渡る精神疾患の人が来院し、初期診
断から治療、社会復帰に向け社会資源等の活用と家族を含めた闘病等サポートにとりくん
でいます。特に統合失調症では、早期受診発見からの治療と、家族・本人へのサポートを通
じて就労を含む社会復帰につなげています。デイケアを含めて他院からの紹介もあり、保健
所、他医療機関等との連携を行い、また近接する当生協の医療機関をはじめ他科とのリエ
ゾンを含む連携も行っています。
設立時からの家族会は、現在１１０家庭ほどが参加し、月１回の例会と、患者本人も同席し
た疾患等の学習会など行い、家族療法と合わせた闘病、社会復帰をすすめており、“こころ
の病”の正しい知識の普及と保健予防推進で、こころの健康づくりと早期受診をすすめるな
ど、町中にある精神科として地域住民から信頼と期待が寄せられている。

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
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精神科

近畿

奈良

吉田病院精神科専門研
3
修プログラム

社会医療法人平
和会吉田病院

京都民医連中央病院、京都
民医連第2中央病院

精神科

中国・四国

鳥取

社会医療法人明和会医
療福祉センター渡辺病 3
院精神科専門医研修プ
ログラム

社会医療法人明
和会医療福祉セ
ンター渡辺病院

鳥取生協病院

精神科

中国・四国

鳥取

鳥取大学医学部附属病
院精神科専門医研修プ 15
ログラム

鳥取大学医学部
附属病院

鳥取生協病院

精神科

中国・四国

鳥取

林道倫精神科神経科病
院 精神科専門医研修プ 3
ログラム

財団法人林精神
医学研究所附属
林道倫精神科神
経科病院

鳥取生協病院

2018/02/28

QRコード

本プログラムの大きな特徴は、基幹施設である吉田病院が内科、外科、眼科の常勤医師を
擁し、精神科以外のベッドを有する総合的病院であることである。つまり精神科単科病院で
は対応が困難である身体疾患を持った精神科患者（低体重の拒食症患者、認知症患者の
ＢＰＳＤやせん妄、器質性疾患およびアルコール依存）や、自殺未遂後の患者対応などを学
ぶことができることである。本プログラムにおいて精神病院・総合病院・メンタルクリニックと
いった現代社会の精神科臨床の場で研修を行い、精神病圏から神経症・心身症疾患まで、
急性期から慢性期まで、児童青年期から老年期まで、という多彩な症例を経験できる。そし
て、多様な外来診療・リエゾンコンサルテーション・緩和ケア・往診・クリニックデイケアの集団
療法など地域に定着した医療現場の特性を生かした研修ができる。また保健所、養護学
校、その他地域の機関との連携も深く、児童精神医学や司法精神医学、老年期精神医学を
学ぶこともできる。基幹施設である吉田病院ではすでに数十年にわたり精神科医の研修を
行ってきた実績があり、臨床精神科医としての専門性を活かした、患者に寄り添い地域社会
に貢献できる人間性や人権感覚あふれる医師を多数輩出してきている。本プログラムの重
点目標は、多職種協働の医療であり、“ものが言い易いフラットな関係性のチーム医療”が治
療の推進力となっており、そんなチーム医療を経験しながら学び、かつ、チームをオーガナ
イズする能力を身に付けていくことである。
〇問い合わせ先〇
吉田病院 医局事務課
電話番号：0742-45 -4601（代表）
FAX：0742-45 -9382
E-mail：ikyokujimu2＠heiwakai.or.jp
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当院が目指す医師像は次の二つです。
１．目の前に相談に来られた患者さんやご家族と共同して問題を解決できる医師
解決にはスタッフや関係機関との連携が必要。それをどう組み立てるか＝「臨床能力」
２．困っている方の現場に足を運べる医師
「病院に連れてきて下さい」ではダメなんです。解決のカギは地域にあり！！
この医師像をめざして、当院は専門医研修を行います。
研修期間3年間(4年間も可能)で、最初の2年間は基幹病院で、精神科の急性期治療からリ
ハビリテーション、アルコール依存症治療、地域生活支援について学び、精神科医としての
基本的な倫理性や患者・家族への思い、疾病に対する学問的な態度を身につけます。そし
て発病から回復を通じてその人の生き方に関心を払い、援助できる態度を養います。さらに
岡山ひだまりの里病院、鳥取 連携施設の認知症専門病院にて認知症の診断、治療、支援について学びます。
生協病院、愛媛生協病院、宇
後半1年間は、連携施設にて児童・思春期精神障害、ｍECT等の専門治療やリエゾン・コン
部協立病院
サルテーションについて学びます。また民医連連携病院において、診察室にとどまらず往診
や訪問、自助グループ等を組織して患者を援助する精神科の活動を経験できる。さらに基
幹病院の病棟管理医を経験し集団的に患者を診ることで、各職種と連携・協力し、チーム医
療を実践できる医師に成長することができます。
そして研修終了後、症例をまとめてレポートを提出し精神保健指定医及び専門医を取得し
ます。
研修終了後、引き続き当院で勤務することはもちろん可能です。
問合せ先
〒703-8520岡山市中区浜472 林道倫精神科神経科病院 医局事務課 中川
TEL：086-272-8811 E-mail：hama472@po.harenet.ne.jp

岡山

林道倫精神科神経科病
院 精神科専門医研修プ 3
ログラム

岡山大学病院

林道倫精神科神経科病院、
岡山ひだまりの里病院

精神科

中国・四国

岡山

岡山大学病院連携施設
精神科専門医研修プロ 30
グラム

精神科

中国・四国

山口

林道倫精神科神経科病
院 精神科専門医研修プ 3
ログラム

財団法人林精神
医学研究所附属
林道倫精神科神
経科病院

宇部協立病院

精神科

中国・四国

愛媛

林道倫精神科神経科病
院 精神科専門医研修プ 3
ログラム

財団法人林精神
医学研究所附属
林道倫精神科神
経科病院

愛媛生協病院

2018/02/28

QRコード

当院は岡山大学病院の関連病院です。当院を窓口として、岡山大学病院を基幹病院とする
研修プログラムの研修医になることができます。
問合せ先
〒703-8520岡山市中区浜472 林道倫精神科神経科病院 医局事務課 中川
TEL：086-272-8811 E-mail：hama472@po.harenet.ne.jp
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精神科

九州・沖縄

熊本

精神科専門研修プログラ 3人
ム「くまもと」

社会医療法人芳
和会菊陽病院

沖縄協同病院

精神科

九州・沖縄

沖縄

精神科専門研修プログラ 4名
ム「くまもと」

社会医療法人芳
和会菊陽病院

沖縄協同病院

整形外
科

整形外
科

北海道・東北

北海道・東北

2018/02/28

北海道

北海道

札幌医科大学整形外科 15
専門研修プログラム

北海道大学整形外科専 20
門研修プログラム

札幌医科大学病
院

北海道大学病院

QRコード

本プログラムは、３年間で精神科実臨床のリアルワールドの中で数多くの多彩な症例を経
験してもらい、リサーチやサブスペシャルに偏重することなく、臨床医として必要充分な技量
をバランス良く身につけることができる臨床実践的な内容の精神科研修プログラムである。
患者の立場に立ち、人権を尊重した全人的医療を学ぶことを通して、精神科専門医として求
められる一般的な知識・技術の習得のみならず、医師としての人格の涵養、医療の社会性
の理解も深めることができる。
基幹型施設の菊陽病院は、１９５１年前身である熊本保養院が平田宗男先生によって設
立、１９８１年全面移転して菊陽病院として樺島啓吉先生の下に総合的精神科医療を実践し
てきた。大学からの派遣に頼らず自前で精神保健指定医や日本精神神経学会専門医を養
成してきた歴史がある。毎月精神科専門研修委員会を開催し精神科研修医を形成的に指
導し、多職種と協働して病院全体で育ててきた。新医師臨床研修制度に於いても協力型病
院として九州各県から毎年十名程度の初期臨床研修医を受け入れてきた。症例が豊富で、
急性期～慢性期、児童思春期～老年期、自発的入院～非自発的入院（医療保護、応急や
措置）など、３年間で多彩な症例を十二分に経験することができる。
リサーチマインドの涵養（薬剤治験など）、児童思春期、リエゾン精神医学、ｍ
ECTの経験、
睡眠医学、てんかんなど基幹型施設で不足する部分は、サブスペシャルで有名な県内外の
連携施設群／協力施設群での研修で補完することになる。
地域精神医療の現場で即実践的に役に立つ、また将来どのような場所に進もうとも必要な
知識や技量を自ら学習して行ける、臨床精神医学のジェネラルな基本的能力を身につける
ことができる。真摯な学問的姿勢、精神科の生涯学習、常に事例を振り返り反省を怠らない
姿勢、さらに後進の教育や研究指導をおこなう姿勢も身に付けることができる。
連携施設：向陽台病院、城南病院、桜が丘病院（以上熊本県）、沖縄協同病院（沖縄県）、
肥前精神医療センター（佐賀県）
当院は菊陽病院精神科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る研修
施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、精神神経学会のホームページまたは菊陽病院の
ホームページをご参照ください。
菊陽病院
http://www.kikuyouhp.jp/psyc_training/index.html

勤医協中央病院、道北勤医
協一条通病院、道南勤医協
函館稜北病院

研修期間4年間（実質3年9か月）のうち、1年間を大学およびその関連施設で、残りの約3年
間を北海道民医連の院所で研修するプログラムです。このプログラムであれば、北海道民
医連を基幹施設とするプログラムにほぼ相当する研修が可能となります。
3年間の民医連内
の施設で脊椎、関節、手外科、リウマチとバランスよく変性疾患と外傷性疾患を学ぶことが
可能です。1年間の大学およびその関連施設ではその他の腫瘍分野などを研修できます。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

勤医協中央病院、勤医協苫
小牧病院、道東勤医協釧路
協立病院

研修期間4年間（実質3年9か月）のうち、1年間を大学およびその関連施設で、残りの約3年
間を北海道民医連の院所で研修するプログラムです。このプログラムであれば、北海道民
医連を基幹施設とするプログラムにほぼ相当する研修が可能となります。
3年間の民医連内
の施設で脊椎、関節、手外科、リウマチとバランスよく変性疾患と外傷性疾患を学ぶことが
可能です。1年間の大学およびその関連施設ではその他の腫瘍分野などを研修できます。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
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領域名

地協名

県名

プログラム名

整形外
科

北海道・東北

青森

弘前大学整形外科専門 8
研修プログラム

弘前大学医学部
附属病院

健生病院

整形外
科

北海道・東北

秋田

秋田大学整形外科専門 9
研修プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

整形外
科

北海道・東北

整形外
科

北関東・甲信越 群馬

山形

山形大学 整形外科専門 8
研修プログラム

山形大学医学部
附属病院

至誠堂総合病院

群馬大学 整形外科専門 10
研修プログラム

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院

弘前大学医学部附属病院を基幹としたプログラムに連携施設として参加しています。

当院は、地域医療連携の中で一般の急性期医療から回復期、慢性期の医療を担っていま
す。
一般診療所、在宅療養支援診療所、各種訪問サービス事業所、介護老人保健施設等の関
連施設を整え、病院での急性期および回復期の医療から在宅医療まで一貫した総合的な
医療、介護サービスを提供できる体制を整えています。整形外科診療の分野では、日本整
形外科学会、日本リウマチ学会の教育認定施設になっています。高齢者の骨折症例も多
く、年間５０～６０例の大腿骨近位部骨折の手術がなされています。整形外科外来・入院診
療、手術をはじめ、リハビリテーション医療にも力を入れ、回復期リハビリテーション病棟
（Ⅰ）６０床を有し、３６５日体制をとっています。地域連携パス（大腿骨近位部骨折）の連携
病院としても早期の機能回復・在宅復帰目的の加療を多職種参加型で行っています。
＜詳細情報のアクセス先＞ 至誠堂総合病院ホームページhttp://www.shiseido-hp-jp
＜お問い合わせ先＞
〒990-0045 山形市桜町7-44
医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院 医局事務 笠原 仁、加藤亜希子
TEL 023-622-7181 FAX 023-642-8101
E-Mail：ikyokujimu@shiseido-hp.jp

整形外
科

北関東・甲信越 埼玉

東京女子医科大学整形 8
外科研修プログラム

東京女子医科大
学

埼玉協同病院

1-2年間埼玉協同病院で研修し、2-3年間を東京女子医科大学で研修を行います。
豊富な手術症例を経験することができます。サブスペシャルティ上級医からの手術指導を
受けることができます。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

整形外
科

北関東・甲信越 新潟

新潟大学整形外科専門 18
研修プログラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

研修可能領域：脊椎、上肢・手、外傷、リウマチ、地域での研修
。高齢者の多い地域であり、近隣に手術や入院の出来る整形外科を持つ病院がないため、
一般外傷を中心に多くの症例がある.

2018/02/28

QRコード
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県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

整形外
科

北関東・甲信越 山梨

山梨大学整形外科専門 6
研修プログラム

山梨大学医学部
附属病院

甲府共立病院

整形外
科

関東

東京

埼玉医科大学 整形外科 9
学専門研修プログラム

埼玉医科大学病
院

立川相互病院

獨協医科大学越
谷病院

みさと健和病院

QRコード

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治

整形外
科

関東

東京

獨協医大越谷病院整形
外科専門医養成プログラ 4
ム

整形外
科

東海・北陸

愛知

名整会関連地域整形外 2
科専門研修プログラム

名古屋大学医学
部附属病院

協立総合病院、南生協病院

整形外
科

東海・北陸

愛知

名整会整形外科専門研 31
修プログラム

名古屋大学医学
部附属病院

協立総合病院、南生協病院

整形外
科

整形外
科

近畿

近畿

2018/02/28

京都

京都

京都医療センター整形 3
外科専門研修プログラム

滋賀医科大学整形外科 6
専門研修プログラム

℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

獨協大学越谷病院で1～3年間の研修を行う4年間のプログラムです。大学病院で各専門分
野を経験し、みさと健和病院でその他の分野を研修します。みさと健和病院の整形外科医
師は4名。指導医は1名です。
●お問い合わせ
みさと健和病院 医局事務 研修担当 長谷川 電話048-955-7171（代

京都医療センター 京都民医連中央病院

大学で研修する期間を最小限にして、京都の病院のネットワークで研修できるようにしたプ
ログラムです。京大で最小限の研修を行いますが、充実した救急救命センターで有名な独
立行政法人国立病院機構京都医療センターと当院で地域に根ざした研修を行います。
京都民医連中央病院 医局事務課（影山・西田）
TEL：075-822-2777（代表）FAX：075-822-2575
e-mail： kmchikyk@zeus.eonet.ne.jp

滋賀医科大学附
属病院

3年間は継続して当院で腰を据えて、個別に応じたオーダーメイドの研修をして、腫瘍や小
児などの分野のみ滋賀医大などで1年間研修するプログラムです。毎年1名はこの内容で研
修できます。当院は2019年に新築移転リニューアルして救急もさらに拡大しますので、外来
や救急の初期対応から、入院・年間600件の手術・リハビリと退院後のフォローまで一貫して
研修することが可能です。サブスペシャルの分野も、脊椎脊髄外科の指導医も
2名在籍して
いますし、関節・外傷などを深めることもできます。
京都民医連中央病院 医局事務課（影山・西田）
TEL：075-822-2777（代表）FAX：075-822-2575
e-mail： kmchikyk@zeus.eonet.ne.jp

京都民医連中央病院
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

整形外
科

近畿

大阪

近畿大学医学部付属病
院 整形外科専門研修プ 6
ログラム

近畿大学医学部
附属病院

耳原総合病院

整形外
科

近畿

大阪

健和会大手町病院整形 4
外科研修プログラム

健和会大手町病
院

耳原総合病院

整形外
科

近畿

兵庫

兵庫医科大学 整形外科 9
専門研修プログラム

兵庫医科大学

尼崎医療生協病院

2018/02/28

QRコード

本プログラムには、大きく分けて①一般研修コース、②大学病院コース、③大学院コース、
の３パターンがある。
①の一般研修コースでは基幹施設である大学本院での研修期間は６ヶ月以上としますが
（必須要件です）、それ以外の研修期間は附属病院以外の連携施設でプログラムを組みま
す。
②の大学病院コースでは大学本院と医学部堺病院・奈良病院で前半の２年間を研修し、後
半の2年間は連携研修病院で研修を行ないます。
③の大学院コースでは、研修開始と同時に大学院に入学、３年９か月間のうち３年間を大
学本院で研修するとともに基礎研究に携わり研修期間中に課程博士学位を取得します。
本専門研修プログラムでは、大学関連病院として年間300例以上の手術件数を取り扱う近
畿大学医学部堺病院、近畿大学医学部奈良病院、また、その地域医療の拠点となっている
施設（地域中核病院）として市立岸和田市民病院、天理よろづ相談所病院、耳原総合病院、
都市型総合病院である宝生会PL病院、育和会記念病院があり、基幹施設である医学部附
属病院から15分圏内の地域医療研修施設としてさくら会病院、樫本病院、岡記念病院があ
ります。さらに、泉ヶ丘移転後にはより近い立地となる咲花病院、かわい病院も多くの整形
外科手術症例を扱っています。地域医療研修が可能な病院としてはくしもと町立病院があり
ます。この病院は紀伊半島最南端に位置する串本町の高台にありますが、
4年前に新築移
転した地域の中核病院です。周辺地域住民は全てこの病院に集まるため、整形外科診療の
全てを学ぶことが出来ます。
本専門研修プログラムでは、北九州市の産業医科大学病院整形外科を
I型基幹施設の連携
施設としています。またその他の連携施設については、都市型総合病院である鹿児島生協
病院、沖縄協同病院、耳原総合病院に加え、地域医療を実践している上戸町病院、高松平
和病院、米の山病院といった中小規模の施設を含みます。都市型総合病院では救急医療と
しての外傷に対する研修に加えて、サブスペシャリティ領域の研修（外傷、手外科、リウマチ
・関節外科、脊椎外科、スポーツなど）を受けることができます。地域医療研修については中
小規模の施設で行います。
整形外科研修プログラムを修了した専攻医は、あらゆる運動器に関する科学的知識と高い
社会的倫理観を備え、さらに進歩する医学の新しい知識と技能を修得できるような幅広い
基本的な臨床能力(知識・技能・態度)が身についた整形外科専門医となることができます。
また、同時に専攻医は研修期間中に以下のコアコンピテンシーも習得できます。
1)患者への接し方に配慮し、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を磨くこと
2)自立して、誠実に、自律的に医師としての責務を果たし周囲から信頼されること
(プロ
フェッショナリズム)
3)診療記録の適確な記載ができること
4)医の倫理、医療安全等に配慮し、患者中心の医療を実践できること
5)臨床から学ぶことを通して基礎医学・臨床医学の知識や技術を修得すること
6)チーム医療の一員として行動すること7)後輩医師に教育・指導を行うこと
＜連絡先＞
尼崎医療生活協同組合
生協事務局 医師担当
課長 徳間 達哉
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘11-12-1
Tel：06-6436-9500（内線4306）
Fax：06-6436-0156（医局）
Mail：tokuma.tat@amagasaki.coop
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領域名

整形外
科

整形外
科

地協名

中国・四国

中国・四国

県名

島根

島根

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

島根大学整形外科専門 6
研修プログラム

鳥取大学整形外科専門 不明
研修プログラム

島根大学医学部
附属病院

鳥取大学医学部
附属病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

出雲市民病院

松江生協病院

QRコード

島根大学整形外科専門研修プログラムは、到達目標を「錬成された心技体を兼ね備える整
形外科専門医」としています。｢心｣とは、どのような場でも諦めず、常に患者のためによりよ
い医療の提供を目指して努力する強い意志です。医療の現場においては必ずしも思い通り
になるとは限りません。どのような状況においても、冷静沈着かつ的確に判断し、状況にしっ
かり対峙して、逃げない精神力を磨かねばなりません。｢技｣とは、整形外科医としての適
切、安全、正確、低侵襲な医療技術をたゆまぬ習練によって獲得することです。ともすれば、
我流に陥りやすい専攻医にとって、標準的技術･基本をしっかり習得した
(｢守｣)後にこそ、新
たな境地に達する（｢破｣｢離｣）ことができるのです。｢体｣とは、整形外科に取り組む姿勢で
す。無論、多忙な診療･研究に耐えうる体力は必要かもしれません。しかし、体格が良くても
取り組む姿勢が悪ければ、患者は安心して担当医に任せることはできません。そして、積極
的に取り組む姿勢を支える整形外科医としての広範かつ深遠で正確な知識もなければなり
ません。これらを体現するものが「体」なのです。本プログラムではこれらの｢心｣｢技｣｢体｣を
日々たゆまぬ錬成によって獲得し、真のプロフェッショナルとしての整形外科専門医を育成
します。
島根大学整形外科は創設から37年が経過し、整形外科全領域にわたる研究・教育・診療
体制が整備され、そのノウハウも蓄積されてきました。それらを基盤にした大学（基幹施設）
および連携施設での充実した学習が可能です。また、国内の整形外科領域の第一人者を
招聘するセミナーに参加することによって、最先端の医療を学ぶこともできます。「機能再建
・スポーツ医学・医療のさらなる高みを目指す」島根大学整形外科は、専攻医の皆様に素晴
らしい研修環境を提供し、個々の能力を最大限に引き出す研修を目指します。
問い合わせ先
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター専門研修等部門
TEL：0853-20-2714，2715 F A X：0853-20-2716
e-mail：s-kouki@med.shimane-u.ac.jp
プログラム内容
鳥取大学整形外科専門研修プログラムは、到達目標を「錬成された心技体を兼ね備える整
形外科専門医」としています。｢心｣とは、どのような場でも諦めず、常に患者のためによりよ
い医療の提供を目指して努力する強い意志です。医療の現場においては必ずしも思い通り
になるとは限りません。どのような状況においても、冷静沈着かつ的確に判断し、状況にしっ
かり対峙して、逃げない精神力を磨かねばなりません。｢技｣とは、整形外科医としての適
切、安全、正確、低侵襲な医療技術をたゆまぬ習練によって獲得することです。ともすれば、
我流に陥りやすい専攻医にとって、標準的技術･基本をしっかり習得した
(｢守｣)後にこそ、新
たな境地に達する（｢破｣｢離｣）ことができるのです。｢体｣とは、整形外科に取り組む姿勢で
す。無論、多忙な診療･研究に耐えうる体力は必要かもしれません。しかし、体格が良くても
取り組む姿勢が悪ければ、患者は安心して担当医に任せることはできません。そして、積極
的に取り組む姿勢を支える整形外科医としての広範かつ深遠で正確な知識もなければなり
ません。これらを体現するものが「体」なのです。本プログラムではこれらの｢心｣｢技｣｢体｣を
日々たゆまぬ錬成によって獲得し、真のプロフェッショナルとしての整形外科専門医を育成
します。
問い合わせ先
〒683-8503 鳥取県米子市西町86
国立大学法人鳥取大学医学部総務課（専門医制度準備室）
TEL:0859-38-7005 FAX:0859-38-7006 e-mail:teitou@adm.tottori-u.ac.jp

整形外
科

中国・四国

2018/02/28

岡山

岡山大学整形外科専門 25
研修プログラム

岡山大学病院

岡山協立病院
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

整形外
科

中国・四国

広島

広島大学専門研修プロ
グラム

11

整形外
科

中国・四国

山口

整形外
科

中国・四国

徳島

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

広島大学

広島共立病院

山口大学整形外科専門 5
研修プログラム

山口大学医学部
付属病院

宇部協立病院

徳島大学病院整形外科 6
専門研修プログラム

徳島大学

徳島健生病院

広島大学整形外科教室の関連病院として後期研修を受入れております。
主に手外科の領域が強みとなっており、手外科に興味がある方が選択できるコースとなっ
ています。
広島大学の医局所属しての研修配属となりますので、窓口は広島大学となります。

整形外
科

中国・四国

香川

健和会大手町病院整形 4
外科研修プログラム

健和会大手町病
院

健和会大手町病院の豊富な指導医層、症例を軸に基幹施設として民医連整形外科研修が
可能。
高松平和病院では、THA、TKA、UKAの人工関節置換術の症例が豊富である。また、リウ
マチ症例も多い。
香川医療生活協同組合 高松 お問い合わせ先
平和病院
760-8530 高松市栗林町1-4-1
高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

整形外
科

中国・四国

愛媛

愛媛大学 整形外科専門 6
研修プログラム

愛媛大学

愛媛生協病院

2018/02/28

QRコード

愛大医局入局という形にはなりますが、紹介をすることは可能です。
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領域名

整形外
科

地協名

九州・沖縄

県名

福岡

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

健和会大手町病院整形
4
外科研修プログラム

健和会大手町病
院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など
【指導医メッセージ】
健和会大手町病院は整形外科の中でも特に外傷が多く、救急医療に力を入れているので
必然的に症例は集まってきます。
当院の整形外科では、骨折、手外科、マイクロサージャリー（指肢切断再接着・神経血管損
傷）、腱損傷、骨軟部組織損傷、リウマチ、脊椎外科、末梢神経血管障害、関節外科など、
比較的幅広く学べます。
今後については、今のまま高齢化が進むと転倒外傷や骨粗しょう症関連疾患や関節疾患
などが増加していくことが予想されます。そのような状況を前にして整形外科医は足りていな
いと言わざるを得ず、非常にニーズが高い領域です。また、整形外科の専門分野は多くの
サブスペシャリティに分かれているので様々な道が用意されています。力がいるようなイメー
米の山病院、上戸町病院、鹿 ジを持たれがちですが、女性医師でも手外科や小児整形、運動器リハビリを専門にすること
児島生協病院、沖縄協同病 もできます。
院、耳原総合病院、高松平和 【研修医メッセージ】
病院
私は大手町病院で初期研修をした後、そのまま整形外科の道に進みました。ここに残った
理由としては、整形外科だけでなくＥＲでの初療にも携われることと、何よりも人間関係や働
く環境が良かったからです。
大手町病院は救急医療に力を入れているので、整形疾患では外傷が多くを占めます。外傷
といっても骨折ばかりではありません。それに初療から携われるので、四肢だけでなく胸部
腹部、全身管理など何でも診たいという人には最高の環境だと思います。
反対に、変性疾患（変形性関節症、関節リウマチ）、脊椎などの症例は少ないですが、そう
いった症例はプログラムにある外部研修で経験させてもらえます。

整形外
科

九州・沖縄

長崎

健和会大手町病院整形
4
外科研修プログラム

健和会 大手町病 健友会 上戸町病院
院

整形外
科

九州・沖縄

鹿児島

健和会大手町病院整形 4
外科研修プログラム

健和会大手町病
院

整形外
科

九州・沖縄

沖縄

健和会大手町病院整形 4
外科研修プログラム

健和会大手町病
院

QRコード

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
【研修の特徴】
第一線医療機関における整形外科における整形外科診療はかなり幅広い内容が要求され
るが、専門研修の目的は、肩こり、腰痛、膝の痛みなどの日常よく見られる整形外科疾患や
外傷に対応できる能力を身に付けて、将来の一般臨床医として日常診療に役立つようにす
ることにある
一般病院における初期、および二次救急に対応できる臨床能力の獲得し、整形外科的治
療後の回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟での一貫した療養管理を研修できる。整形外科領域にとど
まらずより幅の広い視点視野で患者管理能力を高められる研修を行う。当院の特色であ
る、リウマチ外科、被爆者および振動病の研修を研鑽することが可能である。当院は患者へ
の侵襲の低い外科的治療を目指しており、知識および技術面での指導に力を入れている。
当院では、東洋医学的アプローチによる運動器疾患管理の指導を受けられる。
【お問い合わせ】住所：〒850-0953 長崎市上戸町4丁目2-20 電話：095-879-0705
FAX：095-879-3388 E-mail：kensyu@kenyukai.or.jp 担当：柿本

鹿児島生協病院

沖縄協同病院

当院は健和会大手町病院学整形外科専門医研修プログラムの連携施設として専攻医の受
入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、健和会大手町病院または整形外科学会のホーム
ページをご参照ください。
健和会大手町病院（http://www.kenwakai.gr.jp/resident/）

2018/02/28
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

整形外
科

九州・沖縄

沖縄

琉球大学整形外科専門 7
医研修プログラム

琉球大学医学部
付属病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

沖縄協同病院

当院は琉球大学整形外科専門医研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る
研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、整形外科学会のホームページをご参照ください。
北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒003-8510
北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 勤医協札幌病院 医局事務課：上田
Tel：011-811-2246 Fax：011-820-1245
E-mail：satu-sinryou@kin-ikyo.or.jp

眼科

北海道・東北

北海道

市立札幌病院眼科専門 2
研修プログラム

市立札幌病院

勤医協札幌病院

眼科

北海道・東北

秋田

秋田大学眼科研修プロ
グラム

4

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

眼科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学眼科専門研修 7
プログラム

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院

眼科

関東

神奈川

東邦大学・大森眼科専門 6
研修プログラム

東邦大学医療セ
ンター大森病院

汐田総合病院

眼科

東海・北陸

愛知

名古屋大学眼科研修プ 10
ログラム

名古屋大学医学
部附属病院

南生協病院

2018/02/28

QRコード
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

眼科

中国・四国

徳島

徳島大学眼科専門研修 8
プログラム

徳島大学病院

徳島健生病院

眼科

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島大学眼科専門研 5
修プログラム

鹿児島大学病院

鹿児島生協病院

泌尿器
科

北海道・東北

北海道

北海道大学泌尿器科専 10
門研修プログラム

北海道大学病院

勤医協中央病院

泌尿器
科

北海道・東北

宮城

東北大学泌尿器科専門
研修施設群専門研修プ 10
ログラム

東北大学医学部
附属病院

坂総合病院

泌尿器
科

北海道・東北

秋田

あきた泌尿器科専門研
修プログラム

7

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院（研修協力施
設）

泌尿器
科

北関東・甲信越 新潟

新潟大学泌尿器科専門 6
研修プログラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

2018/02/28

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

週2単位の外来見学が可能。ごくまれに手術見学も可能。
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

泌尿器
科

関東

東京

日本医科大学泌尿器科 7
専門研修プログラム

日本医科大学病
院

立川相互病院

泌尿器
科

東海・北陸

愛知

愛知医科大学泌尿器科
専門研修施設群専門研 4
修プログラム

愛知医科大学病
院

協立総合病院

泌尿器
科

近畿

京都

京都府立医科大学泌尿
器科専門研修関連医療 8
施設専門研修プログラム

京都府立医科大
学付属病院

京都民医連中央病院

泌尿器
科

近畿

大阪

近畿大学医学部泌尿器 4
科専門研修プログラムム

近畿大学医学部
附属病院

耳原総合病院

泌尿器
科

中国・四国

岡山

香川泌尿器科専門研修 5
プログラム

香川大学付属病
院

水島協同病院

泌尿器
科

中国・四国

岡山

岡山大学泌尿器科専門 8
研修プログラム

岡山大学病院

岡山協立病院（研修協力施
設）

2018/02/28

QRコード

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

泌尿器
科

九州・沖縄

福岡

産業医科大学泌尿器科
6
専門研修プログラム

産業医科大学病
院

健和会大手町病院

泌尿器
科

九州・沖縄

沖縄

沖縄中南部および宮古
八重山，奄美離島・子育 1
て支援泌尿器科専門研
修プログラム

南部徳洲会

沖縄協同病院

2018/02/28

QRコード

【指導医メッセージ】
泌尿器科というのは尿路と生殖器を扱う総合的な分野です。特徴としては診断から治療ま
でおこなえること、また内科的な治療と外科的な治療を併せ持っているのが泌尿器科の特
色です。大手町病院泌尿器科の特色は、泌尿器科の専門医二人が交替で
24時間365日オ
ンコール体制で対応していることです。24時間泌尿器救急疾患を診れる体制はなかなか他
の病院には無いシステムと思います。
泌尿器一般の診療に関しては、泌尿器救急という分野においては沢山の症例を経験するこ
とができます。その反面、一般的な手術や癌の手術に関しては、他の総合病院に比べると
若干症例数は落ちるかもしれません。ただし、当院は泌尿器科が透析を行っているので、透
析が勉強できるというのは一つのメリットだと思います。
私がここの病院にきて16年が経ちましたが、今までの勤務した病院の中で1番働きやすい
と思っています。特にコメディカルとの関係が非常に良く、チーム医療がやりやすい環境にあ
ります。さらに各科の垣根が低いので治療方針を他科の先生に気軽に相談できます。重症
外傷の患者さんが運ばれた際は色んな科が寄り集まって治療するというのがこの病院の伝
統ですが、そういう患者さん以外の診療でも非常に気軽に相談できます。
当院では手術の症例数に関してはそれほどの経験はできないかもしれませんが、幅広い
一般的な泌尿器科診療や透析治療を経験できます。研修では泌尿器科の勉強に来られる
わけですが、泌尿器以外の分野を診る機会も多く、総合的な診療レベルをあげることができ
るというのもウリです。是非お待ちしています。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
沖縄中南部および宮古八重山、奄美離島・子育て支援泌尿器科研修プログラムは南部徳
洲会病院を基幹施設として二次医療圏と離島僻地医療圏のバランスを考慮しつつ選択され
た①グループA病院（日本泌尿器科学会が定める標準的手術が年間80件以上の病院）、②
グループB病院（同標準手術が年間80件未満の病院）、③グループC（離島を中心とした地
域医療病院）の３種類の研修連携施設群により構成され、一般的な泌尿器科疾患の研修を
中心に小児泌尿器科、女性泌尿器科、ED・性機能障害、腎移植、腹腔鏡手術（ロボット支
援手術を含む）などのsubspecialty領域も効果的に研修できるように設計されています（詳
細は「10. 専攻医研修ローテーション(4) 研修連携施設について」を参照してください）。専攻
医はこれらの多様な病院群をローテートすることにより、泌尿器科専門医に必要な知識や技
能の習得と同時に、地域医療との連携や他の専門医への紹介・転送の判断を的確に行える
能力を身につけることができます。コース選択は、高い臨床実施能力の獲得と
subspecialty
確立を目指し且つ、離島を中心とした地域医療を研修できる（一般コース）もしくは、研修をし
ながら子育てをできる環境を備えた（子育て支援コース）のどちらかを選択できる。具体的に
は24時間保育が可能な病院併設の保育園、子供が突然の病気になった際にも対応可能な
病児保育施設。くわえて老人医療施設も併設しているので親等の介護が必要な専攻医でも
泌尿器科研修が可能となっています。
研修計画
沖縄中南部および宮古八重山、奄美離島・子育て支援泌尿器科専門研修プログラムでは
4
年間の研修期間のうち初年度と4年目の2年間を基幹施設での研修を原則としています。残
りの2年間は連携施設での研修となります。基礎研究を希望する場合は、
4年目にサザンナ
イトラボラトリーへ参加しますが、研修を同時に行うことが可能です。
（https://www.nantoku.org/recruit/senior_resident.php）
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放射線
科

北海道・東北

北海道

海道大学病院放射線科 16
専門研修プログラム

北海道大学病院

勤医協中央病院

放射線
科

北海道・東北

秋田

秋田大学附属病院放射 4
線科専門研修プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

放射線
科

九州・沖縄

沖縄

おきなわ放射線科専門
研修プログラム

救急科

北海道・東北

北海道

札幌医科大学附属病院
救急科専門医研修プロ 10
グラム

2018/02/28

6

琉球大学医学部
附屬病院

沖縄協同病院

札幌医科大学附
属病院

勤医協中央病院

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

当院は琉球大学医学部付属病院放射線科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の
受入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、放射線学会または琉球大学医学部付属病院放射
線科のホームページをご参照ください。
琉球大学医学部付属病院放射線科ＨＰ
http://www.ryukyu-radt.com/entrance
北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
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救急科

地協名

北海道・東北

県名

北海道

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

北海道大学病院救急科 11人
専門研修プログラム

北海道大学病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

勤医協中央病院

救急科

北海道・東北

青森

弘前大学医学部附属病
院 救急科専門研修プロ 6
グラム

弘前大学医学部
附属病院

健生病院

救急科

北海道・東北

宮城

みやぎ･東北大学救急科 8
研修プログラム

東北大学病院

坂総合病院

救急科

北海道・東北

秋田

秋田大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ 5
グラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

救急科

北関東・甲信越 群馬

群馬大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ 3
グラム

国立大学法人群
馬大学医学部附
属病院

利根中央病院

2018/02/28

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
このプログラムでは、ER診療から重症傷病者の初期診療まで、救急で扱う幅広い診療に加
え一般的な総合診療も経験できます。全ての研修施設で、初期診療だけではなく入院後の
集中治療管理も行っているため、入院から退院に至る診療方針や診療手技を身につけるこ
とが可能です。また、多くの他科研修も用意しており、それらの組み合わせにより豊富なス
キル獲得ができます。たとえば、一般外科の研修との組み合わせで
Acute Care Surgery 、
循環器内科との組み合わせで心血管インターベンションなどのスペシャリティを磨くこともで
きます。
健生病院は津軽地域の救急医療の中心的な役割を担う病院です。北米型
ERのシステムを
取り入れ、「断らない救急」を実践しており、軽傷から重症まで幅広い症例を経験することが
できます。HCU病棟があるため、重症患者の全身管理を学ぶことも可能です。プログラム上
健生病院ERで半年～1年半研修できる予定です。
詳細は弘前大学医学部附属病院高度救命救急センターHPをご覧ください。
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救急科

北関東・甲信越 群馬

前橋赤十字病院オール
ラウンド型救急科専門医 7
研修プログラム

前橋赤十字病院

救急科

北関東・甲信越 群馬

SUBARU健康保険組合
太田記念病院 救急科専 4
門研修プログラム

SUBARU健康保
険組合 太田記念 利根中央病院
病院

救急科

北関東・甲信越 山梨

山梨県立中央病院救急 5
科専門研修プログラム

地方独立行政法
人山梨県立病院
機構山梨県立中
央病院

甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

救急科

北関東・甲信越 山梨

山梨大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ 3
グラム

山梨大学医学部
附属病院

甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

救急科

関東

東京

健和会大手町病院救急 5
科専門研修プログラム

公益財団法人 健
和会 健和会大手 東葛病院
町病院

救急科

東海・北陸

愛知

藤田保健衛生大学救急 10
科専門医プログラム

藤田保健衛生大
学病院

救急科

近畿

近畿

2018/02/28

プログラム名

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

地協名

救急科

県名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

京都

京都第一赤十字病院救
急専門医研修プログラム 3

大阪

近畿大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ
グラム

京都第一赤十字
病院

近畿大学医学部
附属病院

QRコード

利根中央病院

みなと医療生活協同組合 協
立総合病院

京都民医連中央病院

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com

同仁会耳原総合病院

耳原総合病院での研修は、救急症例の多さを生かし、救急総合診療をマスター可能。手技
では、エコー検査、人工呼吸管理、気管内挿管、気管切開術、ドレナージ術、縫合止血術、
内視鏡手技などを経験します。
近畿大学救急プログラムは、耳原のほかにも多彩な施設で研修が可能。
近畿大学と耳原総合病院は、車で30分弱の距離。通勤も容易。
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

救急科

近畿

大阪

堺救急科専門医育成プ 3
ログラム

堺市立総合医療
センター

同仁会耳原総合病院

救急科

近畿

奈良

市立奈良病院救急科研 2
修プログラム

市立奈良病院

社会医療法人健生会 土庫病
院

救急科

中国・四国

2018/02/28

島根

島根大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ 5
グラム

国立大学法人 島 出雲市民病院、松江生協病
根大学医学部附 院
属病院

QRコード

堺救急科専門医育成プログラムは、政令指定都市“堺市”（人口約85万人・単独二次医療圏
域）において、計30か月をかけ、ドクターカーによる病院前救護、初期救急より二次救急、重
症外傷を主とする三次救急医療までを広くかつ完結的に学ぶことができる贅沢な研修プロ
グラム。
堺市立総合医療センターを基幹施設とし24か月、耳原総合病院あるいは清恵会病院で6か
月、残り6か月は、大阪大学医学部附属病院において高度専門医療とともにドクターヘリ研
修を行い、さらにはリサーチマインドの醸成を図るプログラムとなっている。

プログラム内容
本研修プログラムの目的は、「国民に良質で安心な標準的医療を提供できる」救急科専門
医を育成することです。本学では日本初のAcute Care Surgery講座および高度外傷セン
ターを有しており、協力して救急科研修にあたります。
救急科専門医育成プログラムを終了した救急科領域の専攻医は急病や外傷の種類や重
症度に応じた総合的判断に基づき、必要に応じて他科専門医と連携し、迅速かつ安全に急
性期患者の診断と治療を進めることが可能になります。また、急病や外傷で複数臓器の機
能が急速に重篤化する場合は初期治療から継続して、根本治療や集中治療にも中心的役
割を担うことも可能です。 さらに加えて地域の救急医療体制、特に救急搬送（プレホスピタ
ル）と医療機関との連携の維持・発展、また災害時の対応にも関与し、地域全体の安全を維
持する仕事を担うことも可能となります。
以上のごとく、本大学の救急科専門医プログラムを終了することによって、標準的な医療を
提供でき、国民の健康に資するプロフェッショナルとしての誇りを持った救急科専門医となる
ことができます。
問い合わせ先
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター専門研修等部門
TEL：0853-20-2714，2715
F A X：0853-20-2716
e-mail：s-kouki@med.shimane-u.ac.jp
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救急科

九州・沖縄

福岡

健和会大手町病院救急
科専門研修プログラム 5

公益財団法人 健
和会 健和会大手 東葛病院、沖縄協同病院
町病院

【指導医メッセージ①】
当院の救急専攻医研修の特徴は、何と言っても「症例数の多さ」です。重症外傷はもちろ
ん、各種ショック症例、重症中毒など、救急医学領域で学ぶ症例が多くあります。さらに、もう
一つの特徴は、「ティーム医療」です。外科系はもちろん、循環器疾患や感染症などを含む
内科系疾患の対応も、スムーズに連携が行われます。基本は北米型
ERですが、プログラム
にあるように、集中治療管理を含め、希望する領域の研修も行えます。
救急指導医指定施設・専門医修練施設、外傷専門医修練施設であり、救急医を目指す医
師の要望に応えることが出来る施設です。
【指導医メッセージ②】
当院は救急車の搬入台数が多いので、様々な症例を経験でき、かなり稀な症例に遭遇す
ることもあります。研修では、基本手技一般に加えて、精神科対応や中毒対応など、幅広く
勉強することができ、ある程度の裁量権を与えてもらえるため自由にやりたいことをやること
ができる風土があります。救急隊の方々が気さくで仲良くなれるというのもアピールポイント
です。 将来はここでの経験を生かして災害医療と消防局に在中できる救急医を目指してい
ます。そこでメディカルコントロールの体制づくりができたらと思っています。「求めよ、さらば
与えられん。叩けよ、さらば開かれん。」自分の頑張り次第でいろんなことを体験できるいい
病院だと思います。気軽に見学にお越しください。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/

救急科

九州・沖縄

福岡

佐賀大学医学部附属病 6
院救急科研修プログラム

佐賀大学医学部
附属病院

健和会大手町病院

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/

救急科

九州・沖縄

福岡

産業医科大学病院救急 5
科専門研修プログラム

産業医科大学病
院

健和会大手町病院

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/

浦添総合病院救急科専 4
門研修プログラム

社会医療法人仁
愛会 浦添総合病 沖縄協同病院
院

救急科

九州・沖縄

沖縄

救急科

九州・沖縄

沖縄

健和会大手町病院救急
科専門研修プログラム 5

公益財団法人 健
和会 健和会大手 沖縄協同病院
町病院

救急科

九州・沖縄

沖縄

沖縄県立中部病院救急 4
科専門研修プログラム

沖縄県立中部病
院

2018/02/28

沖縄協同病院

QRコード

当院は浦添総合病院救急科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る
研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、浦添総合病院のホームページをご参照ください。
浦添総合病院
http://jin-aikai-special.com/seniorprogram/pro02/
当院は健和会大手町病院救急科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出
来る研修施設です。地域医療を補完するため当院で3ヶ月程度の研修を受け入れておりま
す。
研修プログラムの詳細につきましては、健和会大手町病院のホームページをご参照くださ
い。
健和会大手町病院
http://www.kenwakai.gr.jp/resident/expert/backbone/emergency.html
当院は沖縄県立中部病院救急科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出
来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、沖縄県立中部病院のホームページをご参照くださ
い。
沖縄県立中部病院
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/unihawaii/phase2.html
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救急科

九州・沖縄

沖縄

沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療センター
救急科専門研修プログラ 4
ム

救急科

九州・沖縄

沖縄

琉球大学医学部附属病
院救急科専門研修プロ 4
グラム

リハビリ
テーショ 北海道・東北
ン科

北海道

札幌医科大学附属病院
リハビリテーション科専 6
門医研修プログラム

リハビリ
テーショ 北海道・東北
ン科

青森

青森県リハビリテーショ 2
ン科専門研修プログラム

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

当院は沖縄県立南部医療センター・こども医療センター救急科専門研修プログラムの連携
施設として専攻医の受入が出来る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターの
沖縄県立南部医
ホームページをご参照ください。
療センター・こども 沖縄協同病院
医療センター
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/nanbu-kensyu/html/specialist/list/kyukyuka.
html
当院は琉球大学医学部附属病院救急科専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受
入が出来る研修施設です。連携施設ではありますが、3年間のうち最大24ヶ月間研修するこ
とが可能です（ただし、研修の進捗状況で変更あり）。
国立大学法人 琉
研修プログラムの詳細につきましては、琉球大学医学部附属病院のホームページをご参照
球大学医学部附 沖縄協同病院
属病院
ください。
琉球大学医学部附属病院 救急医学講座
http://w3.u-ryukyu.ac.jp/kyuigaku/
北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
道南勤医協 函館稜北病院
札幌医科大学病 （連携施設）
〒041-0853
院
勤医協札幌病院（関連施設） 北海道函館市中道2-51-1 道南勤労者医療協会 函館稜北病院
℡：0138-54-3113
〒003-8510
北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 勤医協札幌病院 医局事務課：上田
Tel：011-811-2246 Fax：011-820-1245
E-mail：satu-sinryou@kin-ikyo.or.jp
----------札幌医科大学リハビリテーション科研修PG の施設群を構成する連携病院は
以下の通りです。連携施設は診療実績基準を満たしており、半年から1 年間の
ローテート候補病院で、研修の際には雇用契約を結びます。関連施設のうち、
リハビリテーション科専門医または日本リハビリテーション医学会認定臨床医
が常勤している回復期リハビリテーション病棟については、１施設当たり３ヶ
月を上限として勤務が認められます。（札幌医科大学プログラムより転載）
青森県リハビリテーション科専門研修プログラム（以下、本研修PG）は青森 県内で唯一の
リハビリテーション科専門研修プログラムです。地方の立地を生かした豊富な症例経験によ
り、専攻医の皆さんの多様な希望にこたえられるプログラムを提供します。病院群は県内の
弘前大学
健生病院
三大都市である青森市、八戸市、弘前市に位置し、弘前大学リハビリテーション科が4 つ
の連携施設と密に連絡を取 りあい、研修医の希望を取り入れながら研修を勧めていきま
す。
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宮城

東北大学リハビリテー
ション科専門医養成プロ 6
グラム

東北大学
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坂総合病院、長町病院

リハビリ
テーショ 北海道・東北
ン科

山形

山形県リハビリテーショ 3
ン科専門研修プログラム

山形大学医学部
附属病院

鶴岡協立リハビリテーション
病院

リハビリ
テーショ 北海道・東北
ン科

山形

山形県リハビリテーショ
ン科専門研修プログラム

山形大学医学部
附属病院or山形
県立中央病院

至誠堂総合病院

2018/02/28

QRコード

当院は、回復期リハビリテーション病棟を有する医療療養型の
156床のリハビリ専門病院
で、主に脳卒中の回復期の障害と、高齢者の老年症候群を基礎として起こる障害や神経疾
患による障害のリハビリテーションを行っています。脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅰ）、
運動器リハビリテーション（Ⅰ）の認定と、回復期リハビリテーション病棟を取得し、また通院
・通所・訪問リハ等の生活期リハビリテ－ションにも取り組んでおり、リハビリテーションに総
合的に対応できる病院です。
障害の３つのモデル（脳卒中モデル、廃用モデル、認知症モデル）への対応と４つの巨人
（不動、不安定、失禁、知的障害）と２つの課題（嚥下障害と栄養障害）にチーム医療として
前進させるための取り組みを強化し、各スタッフの研修にも力を入れています。特に摂食嚥
下障害の診断・治療を強化しており、外来を設け在宅医療者者を中心に嚥下障害治療の理
解が地域に深まるよう積極艇に取り組んでいます。
当該地域での大腿骨近位部骨折術後や脳卒中の地域連携パスに参加し、良質な医療を
効率的に安全・適正に提供する体制を整えました。また関連するセンター病院での急性期リ
ハビリテーションや、在宅や介護関連施設などとも連携し、地域のリハビリテーションシステ
ムの一翼を担っています。また、山形県より高次脳機能障がい者支援センターを受託し、高
次脳機能障害者に対する診断、評価、治療、支援に力を入れております。
以上のように、豊富な症例数と、重症者から高次脳機能障害者まで幅広い障害を対象と
し、在宅におけるリハビリテーションの展開等、様々な症例を経験できるプログラムを用意し
ています。
問い合わせ先：鶴岡協立リハビリテーション病院事務長室 本間
E-mail:m.honma@shonai-mcoop.jp
当院は、地域医療連携の中で一般の急性期医療から回復期、慢性期の医療を担っていま
す。
一般診療所、在宅療養支援診療所、各種訪問サービス事業所、介護老人保健施設等の関
連施設を整え、病院での急性期および回復期の医療から在宅医療まで一貫した総合的な
医療、介護サービスを提供できる体制を整えています。リハビリテーションの分野では、日本
リハビリテーション医学会の教育認定施設になっています。高齢者の骨折症例も多く、年間
５０～６０例の大腿骨頸部骨折の手術がなされています。特にリハビリテーション医療に力を
入れ、回復期リハビリテーション病棟（Ⅰ）６０床を有し、３６５日体制をとっています。地域連
携パス（脳卒中・大腿骨頸部骨折）の連携病院としても早期の機能回復・在宅復帰目的の加
療を多職種参加型で行っています。また、法人内では往診診療を行っているほかに通所・訪
問リハビリにもスタッフを配し、地域リハにも力を注いでいます。チーム医療が重要視される
リハビリ医療および地域医療の研修に適した施設です。日本リハビリテーション学会専門医
が３名勤務している県内唯一の病院です。
＜詳細情報のアクセス先＞
至誠堂総合病院ホームページhttp://www.shiseido-hp-jp
＜お問い合わせ先＞
〒990-0045 山形市桜町7-44
医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院 医局事務 笠原 仁、加藤亜希子
TEL 023-622-7181 FAX 023-642-8101
E-Mail：ikyokujimu@shiseido-hp.jp
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県名

プログラム名

福島

福島県立医科大学リハ
ビリテーション科専門研 2
修プログラム

福島県立医科大
学

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

医療生協わたり病院

お問合せ 医療生協わたり病院 医局事務課まで
福島県福島市渡利字中江町３４（福島駅より徒歩２０分）
電話 : 024-521-2056
メール : rinken@watari-hp.jp

リハビリ
テーショ 北関東・甲信越 埼玉
ン科

東京大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 6
ラム

東京大学

埼玉協同病院

病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

リハビリ
テーショ 北関東・甲信越 新潟
ン科

新潟大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 4
ラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

嚥下障害のリハ、廃用症候群の栄養管理を含めたリハに力を入れている。呼吸器リハ、心
リハも可能。訪問リハ、通所リハ等の生活期のリハ研修も可能。

船橋二和病院

〈船橋二和病院の特徴〉
地域密着型病院のリハビリテーション科として、回復期リハビリテーションだけではなく、急
性期病棟にもリハビリテーションの病床を有しており、リハビリテーション科医師は急性期か
ら主治医となり患者さんを受け持つことができます。超急性期から介入する脳卒中リハビリ
テーションの他、摂食嚥下リハビリテーションに力を入れており、嚥下造影や嚥下内視鏡は
もちろん、NSTなど各職種によるチームアプローチを学ぶ機会を多く持てます。地域の介護
サービス事業所との連携等、地域リハビリテーションを学びやすい環境です。小児リハビリ
テーション医による小児リハ外来も行われており、研修が可能です。
リハビリテーションの知識だけではなく、全身管理ができるプライマリーケア診療力を身につ
けられます。疾患や障害の治療を行うだけではなく、患者さんの持つ能力を生かし、家族関
係や地域を含めたマネージメントをおこない、多職種共同作業で作り上げる医療は大変やり
がいがあり、常に多くのことを学べる分野です。リハビリテーション科医師が地域をつなぐ役
割を担えるよう、多くの仲間を募集しています。
＜お問い合わせ先＞
〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745
E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

リハビリ
テーショ 関東
ン科

2018/02/28

千葉

千葉大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 6
ラム

千葉大学

QRコード
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当院回復リハビリテーション病棟は、病棟という生活の場で医師や看護師、セラピスト、社会
福祉士、管理栄養士などが、チームでADL支援を行い、リハビリテーションサービスを提供
しています。専門医養成プログラムでは指導医の下、神経内科・脳神経外科・整形外科・呼
吸器内科・循環器内科からの依頼患者を中心に多彩な分野の症例を経験できます。また、
脳血管疾患・整形外科疾患の症例数が特に豊富であり、各疾患の運動障害・高次脳機能障
害・呼吸障害・言語機能障害・摂食嚥下障害等に対する評価・マネジメントを総合的に研修
することが出来ます。
研修プログラムは、リハビリテーション科医師としての基本的な診療知識・技術を取得し、
チームの一員として診療できることを目的とする、3年間の研修プログラムとなっています
【問い合わせ先】
中野共立病院 医局 小林・新井 電話：03-3386-3166 メール：ikyoku-jimu@kenyu-kai.or.
jp

リハビリ
テーショ 関東
ン科

東京

川崎医科大学リハビリ
テーション科専門研修プ 6
ログラム

川崎医科大学

中野共立病院

リハビリ
テーショ 関東
ン科

東京

東京大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 6
ラム

東京大学病院

東葛病院

リハビリ
テーショ 関東
ン科

神奈川

昭和大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 5
ラム

昭和大学

汐田総合病院

詳細が決まり次第、ホームページhttp://www.showa-u.ac.jp/
に掲載予定です。

リハビリ
テーショ 関東
ン科

神奈川

横浜市立大学リハビリ
テーション科専門研修プ 5
ログラム

横浜市立大学

川崎協同病院

横浜市立大学附属病院HP
http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
◆金沢大学病院を基幹施設として、北陸3県で精力的にリハビリテーション医療を提供して
いる連携施設で、3県の県境を越えた広域研修プログラムです。北陸3県のリハ指導医、専
門医には垣根や派閥がありません。もう一つの金沢医科大学が基幹施設となるプログラム
と協力連携する運営体制になっています。
◆城北病院では高度な医療要求に応えられる技術集積と教育・研修機能を備えながら、地
域の病院としてのかかりやすさを追究しています。救急外来や、内科・外科の急性期病棟、
回復期や慢性期の病棟を有しており、すべての病棟、外来でリハビリテーションを行ってお
り、幅広い病期の視点でのリハビリ研修が可能です。スタッフはリハ専門医
2、PT28、
OT23、ST8、補助者で構成し、365日リハビリ、訪問リハを行っています。在宅診療中心の
クリニッに隣接し、介護の通所系サービスや訪問系サービスの提供を行っています。地域に
根ざし、地域を支えるリハビリテーションをコンセプトにしています。そうした研修を行いやす
い環境にあります。

リハビリ
テーショ 東海・北陸
ン科

石川

金沢大学拠点・北陸三県
リハビリテーション科専 3
門研修プログラム

金沢大学

城北病院

リハビリ
テーショ 東海・北陸
ン科

愛知

愛知医科大学リハビリ
テーション科専門研修プ 2
ログラム

愛知医科大学

名南ふれあい病院

2018/02/28

QRコード
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領域名

地協名

リハビリ
テーショ 東海・北陸
ン科

リハビリ
テーショ 近畿
ン科

リハビリ
テーショ 近畿
ン科

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

県名

プログラム名

愛知

名古屋大学病院リハビリ
テーション科専門研修プ 3
ログラム

京都

大阪

関西医科大学リハ研修
プログラム

4

大阪市立大学リハビリ
テーション科専門研修プ 3
ログラム

名古屋大学

関西医科大学

大阪市立大学

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

協立総合病院

京都民医連中央病院、京都
協立病院、京都民医連第二
中央病院

問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com

東大阪生協病院

「地域と生活の場に根ざす」包括的なリハビリテーションを理念として、回復期リハビリテー
ションと生活期リハビリテーションをシームレスに提供しています。機能レベルへのアプロー
チとしては、ボトックス治療・FES・HANDSなどのニューロリハビリテーションに力を入れてい
ます。病棟で受けもった患者さんの訪問診療にも関わり、退院後の生活支援も担当できま
す。屋上リハビリ庭園、模擬外泊用の退院シミュレーション室を整備しており、入院中から在
宅指向型リハビリテーションを実践しています。
内科・外科・小児科、臨床研修病院、回復期リハビリテーション病棟43床
疾患別リハビリテーンョン料施設基準脳血管疾患等リハビリテーション料I
運動期リハビリテーション料I 呼吸器リハビリテーション料I 地域包括ケア病床 (7対1看護)
和歌山生協病院は和歌山市東部を主な診療圏とし、一次~二次救急医療、一般内科・外
科を担ってきました。当院リハビリテーション科は回復期リハ病棟での脳卒中・整形外科疾
患の回復期リハを主治医として担当する他、一般病棟・地域包括ケア病棟における一般内
科疾患などの廃用症候群や内部障害に対するリハを担っております。当院では神経筋疾患
の在宅人工呼吸を以前から担ってきた経緯や呼吸器疾患が多い経緯があり、それらの疾患
へのリハとしての対応も行なってきました。直近1年の診療実績は脳血管障害・外傷性脳損
傷77例、脊髄障害・脊髄疾患7 例、骨関節疾患・骨折84例、神経筋疾患8例、切断2例、内
部障害・廃用症候群55例などとなっております。
リハ科専門医としての一般的な診療手技の他、ビデオ嚥下造影検査、筋電図検査、ボツリ
ヌス毒素治療などの手技の習得が可能です。
当院の回復期リハ病棟では、合併症を多く持つ方も多いので、泌尿器科疾患や各内科疾
患等に関して、臓器専門医に相談しながら、初期対応が求められますので、それらに関して
も、 実地での勉強が可能です。
リハ科専門医として特に求められる福祉的対応について、医療社会課での研修も可能で
す。
また、当院リハ科は高次脳機能障害を中心とした中途障害者の障害者福祉施設
(就労継続
支援B型施設)と密接な連携をとっており、在宅高次脳機能障害者の現状を学ぶことができ
ます。
和歌山生協病院 リハビリ指導医 土生 晃之 電話073-471-7711 FAX073-474-2387
E-mail wa-seikyo-kensyu@jtw.zaq.ne.jp

リハビリ
テーショ 近畿
ン科

和歌山

和歌山県立医科大学附
属病院リハビリテーショ 6
ン科専門研修プログラム

和歌山県立医科
大学

和歌山生協病院

リハビリ
テーショ 中国・四国
ン科

鳥取

鳥取大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 2
ラム

鳥取大学

鳥取生協病院

2018/02/28

QRコード
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

リハビリ
テーショ 中国・四国
ン科

島根

島根大学リハビリテー
ション科専門研修プログ 2
ラム

島根大学

リハビリ
テーショ 中国・四国
ン科

香川

香川全域リハビリテー
ション科研修プログラム 2

香川県立中央病
院

リハビリ
テーショ 九州・沖縄
ン科

福岡

産業医科大学病院リハ
ビリテーション科専門研 6
修プログラム

産業医科大学

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

リハビリテーション（リハ）は原疾患の治療と並行して行われるものであり、原疾患の治療の
み優先されると新たな障害（廃用症候群）を生じます。急性期のリハでは患者さんの全身状
態が不安定なことが多くリスク管理が重要であり、各診療科の主治医とカンファレンスを行い
ながら治療にあたることを学びます（大学病院など基幹病院での研修）。
回復期リハでは、患者さんの全身管理や機能改善のための治療技術を習得し、社会復帰
の支援を行い地域医療機関との連携を深めます（回復期病院での研修）。脊髄損傷のリハ
は、患者数が多く効率的に研修できる吉備高原医療リハビリテーションセンターをプログラ
ムに入れております。
維持期（生活期）のリハでは、患者さんの身体機能・ADLの急性増悪に対し、適切な医学的
リハ介入を行う技術を習得します。リハ科は患者さんのADLやQOLにもっとも密接に関連し
ている分野の一つです。
出雲市民病院、出雲市民リハ
ビリテーション病院、松江生 リハ科の知識や技術は、家庭医・総合医の基本となります。これらの専門科をめざす研修
医にとっても有益な研修となることが期待されます。また疾病によって機能障害や生命予後
協病院
が悪化したとしても、リハ介入によって患者さんのADLやQOLを改善できます。
リハ科専門医の数は全国的にも不足しており、特に島根県西部では極端に不足していま
す。本プログラムに参加すると最短で卒後6年目に専門医を取得できます。県内の専門医数
を増やすとともにリハ医療の充実を図っていくことがこのプログラムの目標です。
問い合わせ先
〒693-8501
島根県出雲市塩冶町89-1
島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター専門研修等部門
TEL：0853-20-2714，2715 F A X：0853-20-2716
e-mail：s-kouki@med.shimane-u.ac.jp
高松協同病院は、回復期リハビリテーションとして高松市内で唯一のリハビリ専門病院とし
て位置づいている。高松保健圏域においても基幹施設となる香川県立中央病院からの患者
の受け入れが多い。またリハビリテーション医学会専門医・指導医
1名、認定医1名と指導体
制も充実している。
高松協同病院（連携施設A）、 お問い合わせ先
高松平和病院（連携施設B）
760-8530 高松市栗林町1-4-1
高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

健和会大手町病院

研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
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福岡地区福岡大学リハ
ビリテーション科専門研 6
修プログラム

福岡大学

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

千鳥橋病院

QRコード

<千鳥橋病院アピール>
当院は350床の急性期・亜急性期病院として地域医療を担っています。急性期病棟は
5病
棟とICU,HCUを有し、亜急性期病棟としては回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟54床、地域包括ｹｱ病
棟53床を持ちます。疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設基準としては、脳血管疾患、運動器、心大血
管、呼吸器それぞれの施設基準Ⅰ、及びがん患者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料を算定しています。また
当院のセラピスト数は、PT44名、OT25名、ST16名の合計85名です。年間救急車搬入数
3,000件、救急外来患者1,000人/月で地域の二次救急を担っていますが、ICU,HCUふくむ
各急性期病棟が急性期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに力を入れ、ｾﾗﾋﾟｽﾄをふくむﾁｰﾑ医療体制が充実して
います。そして回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟では更に充実した365日ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供していま
す。救急病院内の回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟ですので、多くの合併症を有する患者や透析患
者がいますが、急性期病棟の医師と密に連携しながら医療活動を行えるのが強みです。さ
らに同一法人内には、療養系病院（緩和ケア病床＋療養病床、障害者施設病床含む）と
10ヶ所の診療所、および訪問リハビリステーションを有しており、当院ふくめ各院所で活発に
デイケア、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝをおこなっています。このように、急性期、回復期、生活期すべ
てのステージのリハビリテーションを展開しています。
<施設群における専門研修計画について>
福岡地区リハビリテーション科研修PGの１コース例を示します。
SRIは基幹施設、SR2, SR3は連携施設での研修です。３施設は大学病院、一般病院、リ
ハビリテーション専門病院の中から選択され、症例等で偏りの無いように、専攻医の希望を
考慮して決められます。地方型の福岡大学リハビリテーション科研修
PGのメリットのーつ
に、福岡地区の中心部から20km圏内にあり、福岡地区内在住で３年間引っ越しなしで、研
修することも可能なことがあります。
<採用方法>
毎年７月から福岡大学病院ホームページでの広報や研修説明会等を行い、リハビリテー
ション科専攻医を募集します。PGへの応募者は、10月末までに研修PG責任者宛に所定
の形式の『福岡大学病院リハビリテーション科専門研修PG応募申請書』および履歴書、医
師免許証の写し、保険医登録証の写し、を提出してください。
申請書は(1)福岡大学病院のwebsite (http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/after/index.php)
よりダウンロード、(2)電話で問い合わせ(092-801-1011(代表) 担当 庶務課(内線
2812・2813) )、(3)ｅ-mailで問い合わせ(syomu@adm.fukuoka-u.ac.jp)、のいずれの方法
でも入手可能です。原則として11月中に書類選考および面接を行います。採否について
は、12月に決定して本人に文書で通知します。
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上戸町病院

研修の特徴
① 「坂の町長崎」ならではのマネージメント
「坂の町長崎」では、自宅を知ることなしにリハビリテーションは進みません。早期に自宅調
査を行い「一体、患者さんはどんな生活をしているのか？」と、想像力を働かせることから始
まります。だらだら坂と100段もの階段が続く山道、歩けば杖が引っかかる石畳など、地図で
はわからない実際の生活の場へ足を運ぶことがマネージメントの第一歩です。
② 患者特性に応じた多様な連携施設
当院の回復期病棟は44床しかありませんが、地域で生活をされている方の中にもリハビリ
を必要とされる方が多くいらっしゃいます。地域のベッドは無限大に広がっているのです。
1
度入院すると自宅に帰ることが困難な症例や自宅での生活もままならないが病院を受診す
ることも厳しい症例が多くあるのも長崎ならではの地形が影響しています。「障害があっても
住み慣れた街に住み続けたい」との患者さんの願いに応えるために、関連施設として
4つの
診療所と居宅介護支援事業所をはじめ多種の介護施設、特別養護老人ホームがあり、介
護計画や訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・訪問介護・通所リハビリ・通所介護と一貫した
サポート体制も充実しています。
③ 運動分析アプローチの実践
動作観察学を主体とした運動分析アプローチの実践も特徴の１つです。重心動揺計による
解析に基づいた歩行分析を行い、病棟での歩容、歩行補助具に至るまでチーム内で徹底し
ています。病棟回診では医師、セラピスト、看護師が協働で歩行評価を行い、病棟での移動
手段の決定や装具修正を行います。さらに課題点検とともに訓練メニューを検討し、目標の
到達度を再確認しています。
【お問い合わせ】住所：〒850-0953 長崎市上戸町4丁目2-20 電話：095-879-0705
FAX：095-879-3388 E-mail：kensyu@kenyukai.or.jp 担当：柿本

琉球大学

沖縄協同病院

当院は琉球リハビリテーション専門研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来
る研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、リハビリテーション医学会のホームページをご参照
ください。

東北大学形成外科専門 8
研修プログラム

東北大学病院

坂総合病院

坂総合病院の有給雇用枠は1名

神戸大学形成外科研修 10
プログラム

神戸大学医学部
附属病院

沖縄協同病院

沖縄協同病院の有給雇用枠は1名
当院は神戸大学形成外科専門医研修プログラムの連携施設として専攻医の受入が出来る
研修施設です。
研修プログラムの詳細につきましては、形成外科学会のホームページをご参照ください。

長崎

佐賀大学医学部附属病
院リハビリテーション科 4
専門医研修プログラム

リハビリ
テーショ 九州・沖縄
ン科

沖縄

琉球リハビリテーション
専門研修プログラム

形成外
科

宮城

沖縄

形成外
科

北海道・東北

九州・沖縄

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

3

佐賀大学

QRコード
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病理

北海道・東北

北海道

旭川医科大学病院病理 2
専門研修プログラム

旭川医科大学病
院

勤医協中央病院

病理

北海道・東北

北海道

札幌医科大学医学部病
理学教室病理専門研修 4
プログラム

札幌医科大学病
院

勤医協中央病院

2018/02/28

QRコード

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
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病理

北海道・東北

北海道

北海道大学病理専門研 6
修プログラム

北海道大学病院

勤医協中央病院

北海道民主医療機関連合会（以下，北海道民医連）では、これまで独自の研修により、北海
道のみならず日本中に多くの医師を輩出してきました。同連合会に加盟する多くの施設で研
修を受け入れ、教育の実践を積み重ねてきました。北海道民医連に加盟する医科法人は、
北海道勤労者医療協会、道北勤労者医療協会、道南勤労者医療協会、道東勤労者医療協
会、十勝勤労者医療協会、オホーツク勤労者医療協会の６つがあります。各々の法人の担
い手を、各々の法人が互いに協力、連携して研修を受け入れ、養成してきました。
この間北海道民医連において、専門医研修をめぐる変化に対応するため、多くのスタッフが
参加し議論してきました。議論の中でとくに重視されたことは、後期研修は専門医資格を取
得するためのものではなく、医師としての生涯においてどのようなことを行うのかを考え、そ
の基礎となる知識や技術を習得し、ひとりのプロフェッショナルとして成長するということで
す。専門医研修はその核となる研修となりますが、その一部を構成しているにすぎません。
専門医資格取得を第一の目標とした知識・技術偏重ではなく、次の時代の医療を担いうる
人材としての成長が最も重要です。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・周田
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp

病理

北海道・東北

青森

青森・弘前大による病理 4
専門研修プログラム

弘前大学医学部
附属病院

健生病院

弘前大学医学部附属病院を基幹としたPGです。健生病院には常勤の病理医がいないた
め、病理診断やCPCで連携をとっており、PGには連携施設2群として参加しています。
詳細は日本病理学会HPよりご覧ください。

病理

北海道・東北

宮城

みやぎ・伊達な病理医育 6
成プログラム

東北大学医学部
附属病院

坂総合病院

病理

北海道・東北

秋田

秋田県・秋田大学医学部 3
病理専門研修プログラム

秋田大学医学部
附属病院

中通総合病院

山形大学医学部
付属病院

鶴岡協立病院

群馬大学医学部
附属病院

利根中央病院

病理

北海道・東北

山形

山形県・山形大学医学部 2
病理専門研修プログラム

病理

北関東・甲信越 群馬

群馬大学医学部病理専 3
門研修プログラム

2018/02/28

QRコード

専門研修連携施設である鶴岡協立病院は、他の連携施設に比して小規模ではありますが、
そのために臨床との距離感が近く、また、細胞診スタッフとのコミュニケーションも非常に密
であるところが大きな特徴です。地域医療の中に身を投じ、地域住民とのふれあいの中で専
門研修を行うことができるのも小規模病院の優位点です。当院では医師として、そして人間
として大きく成長できる研修を行うことが可能です。是非ご活用ください。
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病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

病理

北関東・甲信越 埼玉

地域総合病理医育成を
目指した自治医科大学
附属さいたま医療セン 1
ター病理専門研修プログ
ラム

病理

北関東・甲信越 埼玉

東京医科歯科大学病理
7
専門研修プログラム

東京医科歯科大
学病院

埼玉協同病院

病理

北関東・甲信越 新潟

新潟大学病理専門研修 4
プログラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

週1回、大学より指導医が来ている。

病理

北関東・甲信越 山梨

山梨大学医学部病理専 3
門研修プログラム

山梨大学医学部
附属病院

甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
℡：055-226-3131（代表）
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp

船橋二和病院

〈船橋二和病院の特徴〉
内科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、産婦人科など各科の病理検体の診断を行って
います。特徴は腎内科の常勤医が3名いて透析施設もあり、近隣の医療機関から腎臓病患
者の紹介が多く、腎生検の症例が豊富です。また近年乳癌手術で術中迅速診断を実施する
症例が増加しています。
〈プログラムの特徴〉
千葉大学医学部附属病院病理診断科・病理部を基幹施設とする専門研修プログラムで
は、多数の優れた 指導教官による充実した指導のもと、十分に整備された設備環境におい
て、専攻医が豊富で多彩な症例を経験することができるように図る。専攻医は日常求められ
る様々な疾患の病理診断を安定的かつ的確に下すことができる基本的知識・技能を習得
し、国際的な視野のもとに探究心をもって医学・医療の発展に貢献すること、また病める
方々に常に寄り添う気持ちと姿勢を持ち続ける病理専門医になることを目指す。本プログラ
ムでは、一人の専攻医に対して複数の指導医が指導・評価を行うことにより、専攻医の個性
や習得状況を正確に把握しながら、適切な数量と質の症例を提供することが可能であり、各
専攻医を国民の信頼に十分応えることのできる病理専門医に確実に育てることを目指して
いる。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

病理

関東

2018/02/28

千葉

千葉大学医学部病理専 5
門研修プログラム

自治医科大学さい 埼玉協同病院
たま医療センター

千葉大学医学部
附属病院

QRコード
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病理

関東

東京

立川相互病院病理専門
2
医研修プログラム

社会医療法人社
団健生会立川相
互病院

大田病院

病理

関東

東京

東京大学医学部病理専 8
門研修プログラム

東京大学

東葛病院

病理

関東

神奈川

昭和大学医学部病理専 6
門研修プログラム

昭和大学附属病
院

汐田総合病院、川崎協同病
院

病理

東海・北陸

石川

金沢医科大学病院北陸
地区病理専門研修プロ 3
グラム

金沢医科大学病
院

城北病院

病理

近畿

京都

京都大学医学部病理専
5
門研修プログラム

京都大学医学部
附属病院

京都民医連中央病院

病理

近畿

大阪

大阪市立大学医学部病 2
理専門研修プログラム

大阪市立大学医
学部附属病院

耳原総合病院

2018/02/28

QRコード

立川相互病院病理科を基幹施設とする専門研修プログラムでは、経験豊かな指導医のも
と、安定して確実な診断を行える技能を習得することに重きを置いている。また、各診療科
に特化した病院や地域中核病院と連携をとることにより専攻医に必須な
Common
diseasesからRare diseasesまで豊富な症例をもとに臨床医との日々のカンファレンスの中
から知識、技術、そして人として優れた病理専門医を育てます。
定期的に指導医と専攻医で振り返りを行い、評価を行うことにより、専攻医の技能習得状況
を正確に把握しながら、適切な症例数を偏りのない内容で提供することが可能。
立川相互病院は「患者、地域の人びとと共に安全・信頼・平等の医療をすすめます」との理
念の下、患者の人権を守り、無差別・平等の医療をすすめることを基本方針としています。こ
のような環境の中で臨床医とともに医療を実践していくことにより、患者の平和で健康に生き
る権利や基本的人権について学び、医療を受ける国民の期待に応える人権意識を高めて
いきます。

ホームページhttp://www.showa-u.ac.jp/

◆金沢医科大学病院を基幹施設とする病理専門研修プログラムでは、豊富な指導教官によ
る充実した指導と多彩な症例を経験することにより、各研修医のニーズにあったテーラー
メードプログラムを心がけています。連携施設の適宜組み合わせをローテートして病理専門
医資格の取得を目指します。各施設をまとめると症例数は豊富かつ多彩で、剖検数、指導
医数も十分に確保されています。本プログラムでは連携施設については以下のように分類
しています。連携施設1 群：複数の常勤病理専門指導医と豊富な症例を有しており、専攻医
が所属し十分な教育を行える施設（石川県立中央病院、富山県立中央病院、金沢医療セン
ター）、連携施設2 群：常勤病理専門指導医と豊富な症例を有しており、専攻医が所属し、
十分な診断の指導が行える施設（市立砺波総合病院、富山市民病院、城北病院、公立松任
石川中央病院） 連携施設3 群：病理指導医が常勤していない施設。
◆城北病院は、地域の中核病院です。病理診断科では、主として消化器病の症例を診ま
す。手術例は術前に全例、外科医・消化器内科医・病理医で症例検討を行います。剖検例
によるCPC を公開でほぼ毎月開催しています。療養病棟もあり、地域の高齢者施設からの
認知度やパーキンソン病も稀でなく、多彩な症例を勉強できます。
問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
本プログラムでは、大阪市立大学医学部附属病院病理診断科を基幹型施設とし、
3年間は
大阪市立総合医療センター、八尾市立病院、JR大阪鉄道病院、南大阪病院、石切生喜病
院、耳原総合病院、東住吉森本病院の専門研修連携施設をローテートして病理専門医資格
の取得を目指します。
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領域名

地協名

県名

プログラム名

病理

中国・四国

鳥取

岡山大学病理専門研修 7
プログラム

岡山大学病院

鳥取生協病院（2群）

病理

中国・四国

岡山

香川大学病理専門研修 3
プログラム

岡山大学病院

水島協同病院（3群）

病理

中国・四国

岡山

岡山大学病理専門研修 7
プログラム

岡山大学病院

岡山協立病院（1群）、水島協
同病院（2群）

香川大学医学部
附属病院病理診
断科

当院は、連携施設2群として登録
お問い合わせ先
香川医療生活協同組合 高松 760-8530 高松市栗林町1-4-1
高松平和病院 研修担当：末澤 理恵
平和病院（2群）
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop

病理

中国・四国

香川

香川大学病理専門研修
3
プログラム

病理

九州・沖縄

福岡

九州大学病理専門研修
7
プログラム

九州大学病院

千鳥橋病院

病理

九州・沖縄

福岡

産業医科大学病理専門
2から3
研修プログラム

産業医科大学病
院

健和会大手町病院

2018/02/28

QRコード

<千鳥橋病院アピール>
連携施設となる千鳥橋病院は指導医1人、年間剖検数11体、組織診2162件、迅速診65
件、細胞診件です。基幹施設である九州大学病院は徒歩5分であり、連携施設群は福岡市
内に多くあり、福岡市内で研修が完了することが可能となっています。
<採用方法>
募集時期は現時点では10月以降。必要書類は履歴書、医師免許使用、臨床研修終了登
録証。選考方法は面接となっています。資料請求先は九州大学大学院学研究院形態機能
病理学教室。
【指導医メッセージ】
当院は急性期を中心に受け入れており、多彩な病理検体が提出され、感染症など思いが
けない所見を多数経験します。不幸にして亡くなられた患者さんの解剖も多く、通常の病理
の教科書的な事以外の経験をすることも少なくありません。小規模な病院だからこそ責任を
持ってやってもらいます。診断をつけて治療に結びつけていき、臨床の先生と上手くコミュニ
ケーションを取りながら仕事をします。大病院では臓器毎に分かれて、それぞれでスペシャ
リストになりますが、ここではそういうことは言っていられません。分からない分野でも文献な
どで調べながら迫っていくことがここの病理科の面白さといえるでしょう。大手町病院だけで
病理の研修をマスターすることは規模的にも症例数的にも難しいです。癌や小児科疾患な
どは基幹施設である産業医科大学病院をはじめとした専門性の高い施設で研修する必要
があります。そういう疾患以外の救急疾患や感染症、その他色々な癌や感染症を合わせた
解剖例などはここでマスターして、一通り独り立ちできる病理の技術とマネジメント力を付け
てもらい、病理の次の世代を担う専門医になってほしいと思っています。
大手町病院はテリトリーがカッチリ決まっていないのでどんなことでもチャレンジできます。
病理の枠に囚われず、意欲があれば臨床にも参加することができます。自分で内視鏡をし
て、その組織を自分で診断したり、乳癌健診に入って細胞診の組織をみたり、更には病理の
検体を集めるだけでなくて治療に加味する、そういうやる気のある人は大手町病院に合うで
しょう。基礎とか臨床とか別け隔てなく臨床病理を行いたいという人を求めています。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
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沖縄協同病院

東葛病院臨床検査専門
1
研修プログラム

東葛病院

埼玉協同病院

東京

東葛病院臨床検査専門
1
研修プログラム

東葛病院

埼玉協同病院

北海道

道北勤医協総合診療専
2
門研修プログラム

道北勤医協一条
通病院

北海道勤医協中央病院、北
海道勤医協札幌病院、道北
勤医協宗谷医院

九州・沖縄

沖縄

臨床検
査

北関東・甲信越 埼玉

臨床検
査

関東

総合診
療

北海道・東北

沖縄病理専門研修プロ
グラム

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

琉球大学医学部
付属病院

病理

2018/02/28

プログラム名

2から3

QRコード

沖縄県で病理研修のための唯一のプログラムであり、地域に根ざした病理医育成を目指し
ています。琉球大学医学部附属病院(病理診断科)を基幹型施設とし、研修3年間は沖縄県
立中部病院、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター、沖縄県立北部病院、沖縄県
立宮古病院、沖縄県立八重山病院(新病院建設後の平成 30 年以降参加予定)の沖縄県立
病院群、国立病院機構沖縄病院、沖縄赤十字病院、北部地区医師会病院、沖縄医療生活
協同組合沖縄協同病院、社会医療法人仁愛会浦添総合病院、社会医療法人敬愛会中頭
病院、医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院、医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院、社会
医療法人かりゆし会ハートライフ病院、さらに長崎大学病院、国立病院機構長崎医療セン
ター、聖隷横浜病院の専門研修連携施設をローテートして病理専門医資格の取得を目指し
ます。各施設をまとめると症例数は豊富かつ多彩で、剖検数も減少傾向にあるとはいえ十
分確保されています。病理専門研修指導医・病理専門医が各施設に揃っており、また常勤
病理医が不在の施設では光ファイバーネットによる遠隔病理支援システムでサポートするこ
とが特徴です。カンファランスの場も多くあり、病理医として成長していくための生活環境は
整っています。本病理専門研修プログラムでは、知識のみならず技能や態度にも優れたバ
ランス良き病理専門医を育成することを理念とします。
琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座
http://www.pathology.okinawa.jp/
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp
本研修プログラムでは東葛病院臨床検査科を基幹施設とし、連携施設である東京大学医学
部付属病院、慶応義塾大学医学部臨床検査医学講座、東海大学医学部付属病院、埼玉協
同病院、病体生理研究所とともに専門研修施設群を構成します。専攻医はこの施設群を
ローテートすることにより、多彩で欠落のない充実した研修を行うことが可能となります。これ
は専攻医が専門医取得に必要な経験を積むことに大変有効です。大学病院本院のような大
病院の研修では、東葛病院の研修では学べない分野を経験するのみでなく、指導医の専門
性によって教育の重み付けが変わってきます。この点では、別の専門性を持った指導医に
よって違った面からの考え方を学ぶことができます。また、同規模の埼玉協同病院での経験
は、臨床各科の構成が違う中で臨床検査専門医がどのような働きをしているかを学ぶ機会
になります。さらに、衛生検査所（検査センター）での経験は、自施設で検査ができないクリ
ニック等の検査ニーズを体験的に学習する機会となり、本プログラムの特徴のひとつといえ
ます。
また、医師としての基礎となる課題探索能力や課題解決能力は一つ一つの検査結果や症
例について深く考え、広く論文収集を行い、症例報告や論文としてまとめることで身について
行きます。このことは多くの症例を詳細に解析することと臨床研究のプロセスに触れることで
養われます。このような理由から施設群で研修を行うことが大切です。東葛病院臨床検査専
門医研修プログラムでは以上の点に留意して、研修施設が協力して指導にあたります。
少子超高齢社会が到来し、2025年には高齢化のピークが訪れようとする中で、総合医・家
庭医の養成が吃緊の課題となっている。乳幼児の健康問題から高齢者の看取りまで、幅広
く対応できる総合診療医・家庭医の存在は、多数の医療過疎地域を抱える北海道にとって、
なくてはならない存在である。地域住民・行政・医療・介護・福祉が一体となって、それぞれ
の地域ごとに、地域の特性にマッチした包括的なケアシステムの構築が求められる中で、そ
れらの「架け橋」となることが出来る、総合専門医・家庭医の養成を目指したい。
医療過疎地の診療所において、診療所運営を担える力量を身につけることを研修目標とす
る。
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総合診
療

北海道・東北

北海道

釧路総合診療医養成プ 3
ログラム

総合診
療

北海道・東北

北海道

函館総合診療研修プロ
グラム

2
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道東勤医協釧路
協立病院/協立す
こやかクリニック

道南勤医協函館
稜北病院

公益社団法人 北海道勤労者
医療協会 勤医協中央病院
他

総合診
療

北海道・東北

北海道

北海道勤医協総合診療 8
専門研修プログラム

公益社団法人北
海道勤労者医療
協会勤医協中央
病院

勤医協札幌病院、勤医協札
幌西区病院、勤医協苫小牧
病院、
勤医協月寒ファミリークリニッ
ク、勤医協余市診療所、
勤医協芦別平和診療所、道
北勤医協一条通病院、道北
勤医協宗谷医院、道南勤医
協函館稜北病院、道南勤医
協江差診療所、道東勤医協
釧路協立病院、十勝勤医協
帯広病院、オホーツク勤医協
北見病院、黒松内町立国保
診療所

総合診
療

北海道・東北

北海道

函館中央病院総合診療 2
専門研修プログラム

社会福祉法人函
館厚生院函館中
央病院

道南勤医協 函館稜北病院
他

総合診
療

北海道・東北

北海道

共愛会病院総合診療医 2
プログラム

社会福祉法人函
館共愛会共愛会
病院

道南勤医協 函館稜北病院
他

総合診
療

北海道・東北

北海道

総合診療専門研修プロ
グラム「松前塾-ルーラル 2
ジェネラリストへの道-」

松前町立松前病
院

道南勤医協 函館稜北病院
他

2018/02/28

QRコード

当院は104床の小規模病院であるが、異なる機能を持つ２つの特色ある病棟を持っている。
一つは回復期リハビリ病棟、脳血管障害・大腿骨骨折後等の患者に対し、リハビリを行って
早期の社会復帰を目指しているそのために2名のリハビリ専門医と多数のリハビリ技師を揃
え、365日の切れ目のないリハビリ提供を行う体制をとっている。
もう一つの病棟は急性期病棟として内科・整形外科医師が協力して一般的な疾患の入院
治療をおこなっている。こちらも市内の基幹病院と蜜に連携して患者に適切な医療を提供し
ている。
また、在宅療養支援病院として24時間体制の訪問診療・往診を行っている。
当研修プログラムは、大規模病院・中小規模病院・診療所など日本のあらゆる医療機関で
活躍できる高い能力を有する総合診療専門医を養成する。われわれは
2006年度から、日
本プライマリ・ケア連合学会（旧日本家庭医療学会）の家庭医療後期研修プログラムに準拠
した育成プログラムを立ち上げて、多くの家庭医療専門医を育成してきた。比較的規模の大
きい病院・中小規模病院・診療所など北海道全域に協力施設を有し、その全職員のみなら
ず住民・各種団体の理解と協力のもと、専攻医の育成を行ってきた。本
PGでは、診断・治療
のみならず、専門各科と協働し全人的医療を行い、さらに地域コミュニティケアを実践し、医
学教育も行うことの出来る、幅広い能力を持つ総合診療専門医を育成するために、今までよ
りもさらに連携を拡げ、質の高いプログラムを作成した。
問い合わせ先
〒007-8505
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 勤医協中央病院 医局事務課：高橋・豊島
Tel：011-782-9301 Fax：011-782-5451
E-mail：ikyoku-j@kin-ikyo-chuo.jp
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領域名

総合診
療

地協名

北海道・東北

県名

青森

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

家庭医療学開発セン
ター（CFMD）総合診療 6
専門研修プログラム・東
北

津軽保健生活協
同組合健生黒石
診療所

総合診
療

北海道・東北

青森

青森民医連総合診療専 2
門医後期研修プログラム

津軽保健生活協
同組合健生病院

総合診
療

北海道・東北

岩手

盛岡医療生協総合診療 2
専門研修プログラム

盛岡医療生活協
同組合川久保病
院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

健生病院、あおもり協立病
院、中部クリニック、八戸生協
診療所、川久保病院、さわや
かクリニック、鶴岡協立病院、
健生ふれあいクリニック、生
協わたり病院、会津若松診療
所、五所川原診療所

QRコード

・元々の医師不足を背景とし、被災によって医療過疎が進行した東北地方で、健生黒石診
療所を基幹に地方都市やその周辺市町村に存在する医療福祉生協の医療施設で形成して
いるプログラムです。
・東北内4県にまたがるプログラムで、被災地やへき地の病院・診療所が多く含まれている
のが特徴です。地域ごとにニーズが違うこと、地理的条件が異なることを感じることができる
ような、1か所にとどまらない、幅広い地域をカバーした研修が可能です。
・現在複数の専攻医が在籍しています。
・プログラムを組む際は、プログラム責任者と相談の上、1人1人の要望に出来る限り合わ
せたプログラムを作成し、週1回のワンデイバックで研修状況の確認・評価とフィードバックを
行います。
・月1回程度行われるレジデントデイや年数回行う他の総診プログラムと合同の学習会な
ど、学習の場を提供しています。
問い合わせ先：〒036-8511 青森県弘前市野田2-2-1
津軽保健生活協同組合 健生病院 医局研修医室 小笠原/岩舘
TEL：0172-32-1171 FAX：0172-32-1176
Mail：ao-min3@kensei-hp.com

・健生病院を基幹に青森民医連内の事業所で専門医を目指すプログラムです。
・総合診療専門研修Ⅰは3つの診療所から、同Ⅱは2つの病院から選択できます。
・過去に家庭医を3人輩出しており、現在も専攻医が在籍しています。
あおもり協立病院・健生黒石 ・月1回程度行われるレジデントデイや年数回行う他の総診プログラムと合同の学習会な
診療所・中部クリニック・八戸 ど、学習の場を提供しています。
生協診療所
問い合わせ先：〒036-8511 青森県弘前市野田2-2-1
津軽保健生活協同組合 健生病院 医局研修医室 小笠原/岩舘
TEL：0172-32-1171 FAX：0172-32-1176
Mail：ao-min3@kensei-hp.com
当プログラムは、岩手県盛岡市の川久保病院と岩手町のさわやかクリニックを主たる研修
場所とし、地域に貢献する家庭医・総合診療医を養成することを目的としています。
川久保病院は、一般内科、外科、小児科、眼科、在宅診療科、リハビリテーション科を中心
とする120床の地域小規模病院です。内科急性期病床をもち、内科学会教育関連施設と
なっています。小児科専門医が常勤で勤務しており、地域の小児救急輪番病院としても役
割を果たしています。外来、急性期、リハビリ、在宅と切れ目のない継続的なケアを提供して
いる病院です。介護施設を隣接してもっており、医療と介護の連携についても学ぶことがで
川久保病院 さわやかクリニッ きます。
ク
さわやかクリニックは、盛岡市から40km離れた山間部の岩手町に位置しています。人口減
少しつつある農業林業が基幹産業の町で、総務省の指定する過疎地域です。クリニックは、
内科を中心とし家庭医機能を果たす地域の診療所として、小児から高齢者まで幅広く管理し
ており、在宅診療も行っています。川久保病院・さわやかクリニックともに介護施設を併設し
ており、医療・介護の連携について学ぶことができます。
お問い合わせは、川久保病院医局事務まで

2018/02/28
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

総合診
療

北海道・東北

宮城

みちのく総合診療専門研 6
修プログラム

総合診
療

北海道・東北

秋田

中通総合診療専門研修 2
プログラム

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

基幹病院となる坂総合病院は、塩釜市を中心とする二市三町（多賀城市、七ヶ浜町、利府
町、松島町）と仙台市東部地域を合わせて人口25 万の地域を診療圏とし、地域支援病院と
して古くから地域の中核的役割を果たしてきました。また災害拠点病院として、
2011 年東日
本大震災の際もこの地域における医療の中心的役割を担いました。坂総合病院の研修コン
セプトの3 つの柱は「ER 型救急医療」、「地域医療」、「ジェネラリストとしての全人的医療」
です。これらをさらに充実、発展させるため、東北の家庭医・総合診療医を養成する拠点とな
ることを使命として2012年にみちのく総合診療医学センターを設立しました。その後、
2013
年に宮城県内で研修した初の家庭医療専門医が当センターから誕生、翌
2014 年、2016
年にも家庭医療専門医を輩出し続けており、現在もジェネラリストを目指す若手医師達が
日々研鑽を積んでいます。また、当プログラムの連携施設である中小規模病院、診療所も
基幹病院同様、「地域医療」、「ジェネラリストとしての全人的医療」を掲げ、それぞれの施設
の特長を活かし、地域に信頼される医療機関として診療や予防活動に取り組んでいます。
しばた協同クリニック、松島海
公益財団法人 宮
ER 診療などあら
岸診療所、長町病院、古川民 当センターの理念として、①診療所・小規模病院・総合病院の総合診療・
城厚生協会 坂総 主病院、泉病院、仙台錦町診 ゆる場面で活躍できる医師を育成すること、②ジェネラリスト医師の教育・研究の拠点とな
合病院
り、それぞれが目指すべき医師像を探求すること、③理想の地域医療を追求することで東北
療所
の医療に貢献すること、を掲げており当プログラムでも同様です。研修目標として我々が考
える医師像は「地域に溶け込み、震災や格差に苦しむ人々に寄り添うことで、自分自身の役
割を自覚し、超高齢化社会に向けて医療・福祉・介護のあらゆる場で多職種と関わり、リー
ダーシップをもって地域に貢献できる医師」であり、そのような医師を全力で育成していきた
いと考えています。
☆お問い合わせ先：
〒985-8506 宮城県塩釜市錦町16-5 坂総合病院内 みちのく総合診療医学センター事務
局
佐藤亜紀
電話：022-361-7033（医師医学生室）E-mail: mcpg@zmkk.org
https://miyagi-min.com/general/
本研修プログラムは病院、診療所などで活躍する高い診断・治療能力を持つ総合診療専門
医を養成するために、専門各科と協同し全人的医療を展開しつつ、自らのキャリアパスの形
成や地域医療に携わる実力を身につけていくことを目的として創設されました。日常遭遇す
る疾病と障害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供する
とともに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活
動に取り組み、絶えざる自己研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題につい
て適切に対応する総合診療専門医を要請します。また、３年間のサポート体制により、終了
判定の要件基準に確実に到達できます。
（研修医へのメッセージ）
当院は各診療科の横の連携が良く、症例数も多く、研究発表や学会発表にも積極的に取り
組んでいます。新臨床研修制度以前（S43年～）からスーパーローテートによる初期研修に
取り組んでおり、専門研修にも力をいれています。総合診療研修Ⅰを行う大曲中通病院は、
中通総合病院
大曲中通病院
高齢者の在宅医療の受け皿が都市部に比べると大きく、療養病床、ショートステイ、通所リ
ハビリ機能をもちながら、在宅医療にも力を入れる中小病院で医療と介護の視点を併せ
持った診療を展開しております。
総合診療研修Ⅱおよび領域別研修（内科、小児科、救急科、選択可）を行う中通総合病院
は、「いつでも、どこでも、だれでも」「患者の立場に立つ親切で信頼される良い医療を行い
地域に貢献していく」という理念を掲げて、いち早く新技術を取り入れ、断らない救急医療、
在宅医療への積極的な関わりを行っており、秋田市・近郊医療圏から年間約
3,000台の救
急車搬入があります。一方、診療報酬に収載される遥か前から訪問看護を先駆的に行って
おり、現在は訪問看護ステーション、ヘルパーステーションを併せ持っています。現在、秋田
県内で唯一家庭医プログラムVER.2で2年目と3年目の専攻医が研修を行っています。整っ
た環境の中で是非、共に学び合いましょう。
問い合わせ先 中通総合病院 臨床研修担当部 アドレス meiwajin@meiwakai.or.jp
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

総合診
療

北海道・東北

山形

鶴岡協立病院総合診療 2
専門研修プログラム

総合診
療

北海道・東北

山形

さくらんぼ総合診療プロ 2
グラム

総合診
療

北海道・東北

福島

福島県民医連総合診療
3
専門研修プログラム

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

鶴岡協立病院はベッド数199床、１日平均200名の患者様が来院する一般病院として、急性
期及び慢性期の疾病の治療を担っています。また、介護や保健予防活動、医療制度や社会
保障の改善にも力を入れている病院です。
医療分野のみにとどまらず、医療生活協同組合やまがたのネットワークを活用して、介護
本間病院、至誠堂総合病院、
医療生活協同組 日本海総合病院、中山診療
合やまがた鶴岡 所、鶴岡協立リハビリテーショ 分野でのデイケアや訪問看護、保健予防では健診。人間ドック、さらにはメディカルフィットネ
スでの健康づくりなど総合的サービスを提供し、皆様の命と健康を守っていきたいと考えて
協立病院
ン病院
います。
また、安心して医療にかかりたいという住民要求の実現と、地域住民の皆様や開業医の皆
様、そしてより多くの医療従事者のお力をお借りしながら「いつまでも住み続けられる町」を
目指しています。
当院は、山形市中心部の山形城址（霞城公園）と美術館に隣接した美しい自然環境と文化
施設に恵まれた場所に位置しています。大学病院をはじめとする総合病院に囲まれなが
ら、一貫して地域医療・高齢者医療に取り組んできました。山形県の訪問看護ステーション
第1号を開設し、訪問診療と併せ在宅医療にも積極的に取り組んでおります。住民健診など
保健予防活動の歴史も長く、法人内には３つの診療所、老人保健施設、地域包括支援セン
ターなど、医療・介護の複合型の施設を展開しており、これら全てが研修の場ともなります。
小児から高齢者まで家族ぐるみの健康管理を行い、家庭医療を学ぶには最適の施設体系
を有しています。また、当院は日本内科学会教育関連病院として認定され、３名の指導医が
研修指導に携わっています。当院の医局は毎日の医局朝会・週１回の医局会議・学習会な
至誠堂総合病院附属 中山診 ど各科の医師の連携も良いです。外科や整形外科系の研修もバランスよく組み込むことも
医療法人社団松 療所、医療生協山形 鶴岡協 可能であり、救急は二次救急で一定の救急の経験が可能となっています。小児科・救急科
柏会至誠堂総合
立病院、宮城厚生協会 坂総 は、山形市内に位置する高度急性期基幹病院であり専門研修連携施設の山形県立中央病
病院
院（県立救命救急センター）で小児を含む全科の救急・小児疾患を幅広く経験できます。
合病院
その他、無料低額診療事業を実施し、差額ベッドが無いなど弱者に寄り添った医療実践を
行っていることが特徴として挙げられます。地域包括ケア時代、地域をフィールドに住民の
健康を守る医療介護福祉活動を推進できる医師養成を目指しております。現在は２名の専
攻医が研修されており、プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医の資格も取得予定です。
＜詳細情報のアクセス先＞ 至誠堂総合病院ホームページhttp://www.shiseido-hp-jp
＜お問い合わせ先＞ 〒990-0045 山形市桜町7-44
医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院 医局事務 笠原 仁、加藤亜希子
TEL 023-622-7181 FAX 023-642-8101 E-Mail：ikyokujimu@shiseido-hp.jp
福島県内には原発事故による帰還困難区域または避難解除区域で、未だ帰還できない方
の仮設住宅または復興公営住宅が多数存在します。また、いわき市は、
2014年のデータで
人口10万人当たりの医師数が全国平均233.6人のところ172.1人と大きく下回っており、同
桑野協立病院・小名浜生協病 市の勤務医数は2002年から2012年にかけて毎年10名ずつ減少しているの。特に小名浜
院・弘前健生病院・ふれあい 地域の医師数は同市の中でも極めて少なく、医療資源が乏しい。また、福島第一原発の廃
炉作業に従事する作業員の健康管理も含め積極的に取り組んでおり、各施設ともホールボ
医療生協わたり病 クリニックさくらみず・生協い
いの診療所・会津若松診療所 ディカンター又は甲状腺エコー等の被災者検診を実施しながら被災者へ寄り添い、保健予
院
・生協きたかた診療所・小名 防から医療介護まで幅広く取り組んでおります。日々変わりつつある被災地域からの住民
浜生協病院附属せいきょうク 要求をすくい上げ直接関わり実践することで総合診療医としての深い実践力を養うことがで
きます。
リニック
お問合せ 医療生協わたり病院 医局事務課まで
福島県福島市渡利字中江町３４（福島駅より徒歩２０分）
電話 : 024-521-2056 メール : rinken@watari-hp.jp
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領域名

総合診
療

地協名

県名

北関東・甲信越 群馬

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

群馬家庭医療学セン
ター総合診療専門研修 3
プログラム前橋協立コー
ス

群馬中央医療生
活協同組合前橋
協立診療所

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

前橋協立病院、北毛病院、高
崎中央病院、通町診療所、利
根中央病院、片品診療所
（群馬大学、高崎総合医療セ
ンター、佐久医療センター、筑
波メディカルセンター病院、水
戸協同病院、前橋赤十字病
院）

QRコード

みんなで振り返り、みんなで悩み、みんなで教えあい、みんなで学びあう。
そんな仲間がお待ちしております。
群馬家庭医療学センターでは、これまで家庭医療専門医を
10名誕生させています。
是非一緒に勉強してみませんか？
【プログラムの特徴】
各診療所・病院が、地域医療を担ってきた歴史をもち、在宅医療、保健予防活動など地域
の保健医療福祉サービスの理解など、プライマリ・ヘルスケアの視点を身につけるのに適し
た環境です。また、県内4つの連携病院、複数の診療所があり、規模の異なる医療機関での
役割の違いや各地域の特色に合った医療を経験できます。
【求める人材】
★田舎や街も含め多様なフィールドとして医療貢献したい。
★病院での医療だけでなく、そこで暮らす人々に寄り添うことを大事にする人
★自ら学ぶだけでなく、情熱を持ち仲間のモチベーションを高めたいと思う人
★子育て環境を重視したい！（県内どこの市町村に住んでいても、入院・通院とも中学校卒
業まで医療費が無料！
【後期研修修了後のキャリア】
「在宅フェロー」、「診療所の副所長・所長」、「診療所や病院で、グループ診療の一員」、「指
導スタッフ」など、多様な働き方をサポートします。これらを通じて、医学教育、
Quality
Improvement、マネージメント、リーダーシップなどを実践的に学ぶことができます。
〇指導医・スタッフも同時に募集しています！
----------------------------------------------------------------------------【お問い合わせ先】
★「群馬家庭医療学センター家庭医療後期研修プログラム」
群馬家庭医療学センター事務局担当 大嶋 宏二
〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-36-1
�пF027-234-8505 fax：027-235-5960
E-mail：g-kenshu@gunma-min.jp
----------------------------------------------------------------------------【G-CHAN：Facebookページ】
https://www.facebook.com/GCFM.Gchan
【ホームページ】
群馬民医連医師研修センター
http://www.gunma-min.jp/medical/kouki/program/primary.html
前橋協立病院
http://www.kyouritsu.or.jp/html/koukikenshui-boshu/index.html
利根中央病院
http://www.tonehoken.or.jp/senior/kateii.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2018/02/28
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QRコード

【プログラムの特徴】
各診療所・病院が、地域医療を担ってきた歴史をもち、在宅医療、保健予防活動など地域
の保健医療福祉サービスの理解など、プライマリ・ヘルスケアの視点を身につけるのに適し
た環境です。また、県内4つの連携病院、複数の診療所があり、規模の異なる医療機関での
役割の違いや各地域の特色に合った医療を経験できます。
【求める人材】
★田舎や街も含め多様なフィールドとして医療貢献したい。
★病院での医療だけでなく、そこで暮らす人々に寄り添うことを大事にする人
★自ら学ぶだけでなく、情熱を持ち仲間のモチベーションを高めたいと思う人
★子育て環境を重視したい！（県内どこの市町村に住んでいても、入院・通院とも中学校卒
前橋協立病院、北毛病院、高 業まで医療費が無料！
崎中央病院、片品診療所、前
橋協立診療所、通町診療所
【後期研修修了後のキャリア】
「在宅フェロー」、「診療所の副所長・所長」、「診療所や病院で、グループ診療の一員」、「指
導スタッフ」など、多様な働き方をサポートします。これらを通じて、医学教育、
Quality
Improvement、マネージメント、リーダーシップなどを実践的に学ぶことができます。
〇指導医・スタッフも同時に募集しています！
------------------------------------------------------------------------------------【お問い合わせ先】
利根中央病院 医局事務課長 水野正敏
〒378-0012 群馬県沼田市沼須町910-1
Tel:0278-22-4321 fax：0278-22-4393
E-mail：iga-tone@tonehoken.or.jp

総合診
療

北関東・甲信越 群馬

群馬家庭医療学セン
ター総合診療専門研修 3
プログラム利根中央コー
ス

利根中央病院

総合診
療

北関東・甲信越 群馬

群馬大学医学部附属病
院総合診療専門研修プ 3
ログラム

群馬大学医学部
附属病院

さいたま総合診療医・家
庭医センター埼玉協同 2
病院総合診療医プログラ
ム

①医療生協の組合員組織を最大限利用し、班会などを通して患者教育を経験することがで
きます。
②医療生協の組合員・患者および、多職種からのフィードバックを受けることができます。
③診療所、中小病院、総合病院に勤務することで、診療の場に応じたマネジメントを体験で
きます。
④総合病院には、各内科専門医と各診療科が同じ医局にいるため、コンサルトしやすい環
境です。
⑤県内の都市部および地方に数多くの診療所を有し、ニーズに合わせて研修場所を選択
できます。
医療生協さいたま 埼玉西協同病院、熊谷生協
病院、秩父生協病院、おおみ
生活協同組合埼 や診療所、大井診療所、さい ⑥往診、介護事業所、老人保健施設、デイケア、回復期リハビリ病棟、緩和ケア病棟を同
玉協同病院
一法人内に有し、地域の社会資源を有効に活用できます。
わい診療所
⑦研修医どうしで月に1回集まって振り返りを行い、研修内容を作り上げることができます。
病院HP http://www.kyoudou-hp.com/
教育研修センターHP http://www.skymet.jp
問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
埼玉県川口市木曽呂1317
Tel:048-296-5822
e-mail：skymet@mcp-saitama.or.jp

総合診
療

北関東・甲信越 埼玉

2018/02/28

利根中央病院、前橋協立病
院、高崎中央病院、北毛病
院、前橋協立診療所、通町診
療所
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北関東・甲信越 新潟

下越病院総合診療専門 2
医研修プログラム

社会医療法人新
潟勤労者医療協
会下越病院

ときわ診療所、ながおか生協
診療所、かんだ診療所、新潟 下越病院を総合診療Ⅱの研修施設にすえ、ときわ診療所・かんだ診療所で総合診療Ⅰを研
大学医歯学総合病院、新津 修する。救急科は新潟大学医歯学総合病院、精神科を新津信愛病院、産婦人科をとくなが
信愛病院、とくながレディース レディースクリニックでそれぞれ研修する。
クリニック

総合診
療

北関東・甲信越 新潟

新潟大学医歯学総合病
院群総合診療専門研修 2
プログラム

新潟大学医歯学
総合病院

下越病院

総合診
療

北関東・甲信越 山梨

甲府共立病院群総合診 2
療専門研修プログラム

公益社団法人山
梨勤労者医療協
会甲府共立病院

〇問い合わせ先：甲府共立病院医局事務研修担当川俣越治
巨摩共立病院、石和共立病 ℡：055-226-3131（代表）
院、武川診療所、御坂共立診
メールアドレス：e-kawamata@yamanashi-min.jp
療所
詳細資料は別紙PDF参照

松本協立病院

基幹施設である松本協立病院は松本駅アルプス口に隣接する
199床の病院で、松本市近
郊の一次・二次医療から三次医療の一部を担っており、2017年にリニューアルし新病院が
オープンします。
松本諏訪上伊那医療圏総合診療専門医研修プログラムは病院、診療所などで活躍する高
い診断・治療能力を持つ総合診療専門医を養成するために、救急や急性期専門各科を有
する地域拠点病院のなかで、専門各科と協働し全人的医療を展開しつつ、自らのキャリア
パスの形成や地域医療に携わる実力を身につけていくことを目的として創設されました。そ
の際、そこに居住する地域住民、各種団体、ボランティアや当院の全職員などの理解と協力
のもとで研修できる環境を整えています。
また大きな特徴として以下の3つが挙げられます。
① 医師が少ない地域での研修であり、必然的に総合診療科で受け持つ診断と治療の範囲
諏訪共立病院、上伊那生協
病院、塩尻協立病院、長野中 が拡大した状態でする研修。
② 総合診療科と他科の乗り入れの駄度合いが高く、専門科の技術研修を経験することが
央病院
可能。
③ 主に3つの地域(松本地域・諏訪地域・上伊那地域)で研修することにより地域医療の観
点が育成される。
④ オンラインで各院所を繋いだTVカンファレンスシステムにより、合同カンファレンスや院
所を超えた指導、コンサルトが可能。
問い合わせ先
〒390-8505
長野県松本市巾上9-26 松本協立病院 医局：奥村・吉田
TEL：0263-35-5333
E-mail:ikyoku@mkhp.chushin-miniren.gr.jp

総合診
療

総合診
療

北関東・甲信越 長野

2018/02/28

松本諏訪上伊那医療圏
総合診療専門医研修プ 2
ログラム

QRコード

総合診療Ⅰの研修を担う。訪問診療や往診はもとより、医療・介護の連携活動、保健事業・
予防医療の経験も十分可能。
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長野中央病院総合診療 2
専門研修プログラム

長野医療生活協
同組合長野中央
病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

基幹病院である長野中央病院は、地域住民の健康づくりを目的に設立した長野医療生活協
同組合が運営する病院として、HPH（Health Promoting Hospitals &Health Services）の
活動に参加し、地域での疾病予防や健康知識の普及、食生活・生活習慣の見直しなど健康
づくり運動や班会、また生活助け合い運動への積極的な参画と同時に健康増進、保健・予
防活動から治療、社会復帰という総合的な医療を行っています。
同時に地域の中核的な病院として地域の救急告示指定病院受け、救急医療に対応すると
ともに専門医養成の為の研修施設認定（日本循環器学会研修施設、日本心血管インターベ
ンション学会認定研修施設、日本消化器内視鏡学会指導施設、日本糖尿病学会認定教育
施設、日本外科学会専門医制度修練施設、日本外科学会認定医制度修練施設、日本整形
外科学会認定医研修施設、日本麻酔科学会麻酔科認定病院、日本リハビリテーション医学
会研修施設、日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設、日本がん治療認定医機構認定研修
松本協立病院、健和会病院、 施設、透析医学会教育関連施設、胸部ステントグラフト実施施設、腹部ステントグラフト実施
上伊那生協病院、諏訪共立 施設、日本循環器学会認定循環器専門医制度指定研修施設、日本外科学会専門医制度
病院、つるみね共立診療所、 研修施設、日本消化器病学会関連施設、日本肝臓学会専門医制度関連施設）を受けてお
上田生協診療所
り、総合診療研修では、専門各科参加によるカンファレンスで治療を進める幅広い疾患に対
応できる力を身につけることができます。
また本研修PGでは、信州大学医学部付属病院総合診療科と連携しながら、臨床研究に携
わる機会を提供する予定です。研究発表についても経験ある指導医からの支援を提供しま
す。
連携病院では、小児の慢性疾患、発達障害、心身症、貧困格差問題や在宅療養支援体
制、地域連携等それぞれ特徴をもった地域医療研修を経験できます。
【連絡先】
長野中央病院 （http://www.nagano-chuo-hospital.jp/） 電話：026-234-3211
医局担当事務次長 杉原大輔

総合診
療

総合診
療

北関東・甲信越 長野

関東

2018/02/28

茨城

松本市立病院総合診療 2
専門医研修プログラム

茨城県立中央病院総合
診療専門研修プログラム 4

松本市立病院

松本協立病院

茨城県立中央病
院

茨城県立中央病院は、茨城県水戸保険医療圏の中心的な急性期病院であるとともに、地
域の病診および病病連携の中核を担っています。一方で、地域に根ざす第一線の病院でも
あり、common diseaseの経験はもちろん、超高齢化社会を反映する複数の持病を持った
患者の診療経験もでき、高次医療機関や地域医療機関、診療所（在宅訪問診療施設など含
む）との病診連携も経験できます。また、臨床研修や症例報告などの学術活動の素養も身
につけられます。本プログラムの特徴は、茨城県央部にある茨城県立病院群（茨城県立中
城南病院、城南病院附属クリ 央病院、茨城県立こども病院、茨城県立こころの医療センター）を中心として、総合診療に関
ニック
する研修が持続的に出来ることです。
〈お問い合わせ先〉
〒310-0803 水戸市城南3-17
城南病院 医局事務 中山 弘子
TEL 029-226-3021 FAX 029-224-9361
E-mail : h_nakayama@ibaraki-health.coop
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総合診
療

関東

栃木

国立病院機構栃木医療
センター総合診療プログ 2
ラム

独立行政法人国
立病院機構栃木
医療センター

宇都宮協立診療所、生協ふ
たば診療所

総合診
療

関東

千葉

南浜診療所/ふさのくに
“二刀流”総合診療専門
研修プログラム

社会医療法人社
団千葉県勤労者
医療協会南浜診
療所

船橋二和病院

2

QRコード

【ダイナミックな地域連携】病院－診療所間、院内各科間、多職種間などなかなか連携が難
しい部分の連携をダイナミックに感じる事が出来ます。垣根は低く非常に仕事がしやすく、家
庭医としてのやりがいを感じやすい環境です。
【診療所：病院の継続診療】1年目から病院外来と診療所診療を並行して開始するため、
3
年間継続した外来・訪問診療を行うことが可能です。継続によって構築される医師－患者・
患者家族との関係を大事にし、Bio-psycho-socialな視点を培っていきます。
【病院総合医・家庭医両方の経験】急性期病院内科単科の病院総合医としての診療と、在
宅支援診療所での外来・訪問・入院診療を同時期に経験する事で、病院総合医・家庭医双
方の仕事を理解することができます。ジェネラリストとして仕事をしたいけれど、病院・在宅ど
ちらも興味が・・・というちょっと迷っている人にお勧めです。
〈お問い合わせ先〉
〒320-0061 宇都宮市宝木町2丁目1016-5
宇都宮協立診療所 医局事務 大野 学
TEL 028-650-7881 FAX 028-650-7884
E-mail : manabu.ono@tochigihoken.or.jp
首都圏の地域第一線医療を担う病院、診療所などで活躍する高い診断・治療能力を持つ総
合診療専門医を養成するために創設されました。
総合診療専門医として求められる一般的な知識・技術の習得のみならず、医師としての人
格の涵養、医療の社会性の理解を深めることを重視します。また病院、診療所の地域にお
ける役割と求められる医療について理解したうえで、そのニーズに応えうる総合的な力量と
必要な専門性を習得します。無差別・平等の医療・介護・福祉を担い創造しうる医師、基本
的人権を尊重できる総合的視点を持つ医師、地域に求められる役割に応えて民主的なチー
ム医療を実践できる医師を養成します。そのために「地域に出て 、地域に学び 、地域で育
つ」地域基盤型教育を取り入れ、HPH（健康増進活動拠点病院）の視点で地域住民との協
力共同の場を研修に生かすとともに、SDH（健康の社会的決定要因）をはじめ医療の社会
的問題に対する科学的な視点、変革の視点を身につけます。それに加えて、本研修
PGの
統括責任者は日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医に加え、日本東洋医学会
認定漢方専門医の資格を有しており、基幹施設である南浜診療所において漢方・鍼灸の知
識・技術を生かした診療を実践しています。日常診療において漢方・鍼灸の知識・技術を生
かした診療を実践するスタイルの総合診療医を“二刀流家庭医”と名付け、専攻医に対して
その知識・技術の指導も行っています。
千葉県船橋市において総合診療医養成の実績のある南浜診療所を専門研修基幹施設と
し、急性期、回復期・慢性期の医療を展開している中規模市中病院である船橋二和病院、
千葉県船橋市の3次救急病院である船橋市立医療センター、さらに千葉県南部の館山市で
総合診療医養成の実績のある亀田ファミリークリニック館山および総合診断学の研究で実
績のある千葉大学医学部附属病院（総合診療科）を連携施設にして施設群を構成していま
す。多様な診療の場を経験しながら、それぞれ施設の特徴を生かした症例や技能を広く学
ぶことができます。
指導医が専攻医の教育・指導にあたりますが、専攻医が主体的に学ぶ姿勢をもつことが大
切です。総合診療専門医は医師としての倫理観や説明責任はもちろんのこと、プライマリ・
ケアの専門家である総合診療医としての専門性を自覚しながら日々の診療にあたると同時
に、ワークライフバランスを保ちつつも自己研鑽を欠かさず、日本の医療や総合診療領域の
発展に資するべく教育や学術活動に積極的に携わることが求められます。
なお、研修期間は3年間ですが、育児・介護などの事情に応じて研修期間を延長することも
可能です。
〈お問い合わせ先〉
〒273-0004 千葉県船橋市南本町6-5 南浜診療所
電話047-431-3717 E-mail sumihide501@yahoo.co.jp
担当： プログラム責任者 松岡角英

2018/02/28
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プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
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船橋二和病院総合診療
2
専門研修プログラム

社会医療法人社
団千葉県勤労者
医療協会船橋二
和病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

北部診療所、東葛病院

QRコード

民医連院所のほか、千葉大学総合診療科、亀田ファミリークリニック館山など、千葉県内の
それぞれ特徴を持つ医療圏にまたがり、地域の中核病院・診療所を中心に研修する。各施
設とも地域に根ざす第一線の病院・診療所であり、急性期やコモンディジーズの診療はもち
ろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者さんの診療も行っている。主治医とし
て、入院から退院、その後の外来通院から在宅医療まで継続的な診断・治療の流れを通じ
て、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実
践している。「安心して住み続けられる街づくり」を方針にも掲げ、健康友の会と共に地域の
健康増進や保健予防活動に積極的に取り組むとともに、差額室料を取らず、無料低額診療
も行っている。
無差別平等の立場に立ち、地域を知り、地域で果たすべき役割を自覚し、住民・患者に寄り
添って医療活動を行う事、地域の健康増進に貢献する事ができる医師を養成する事を理念
とし、①地域を支える診療所や病院において、様々な職種と連携し、地域の保健・医療・介
護・福祉などの様々な分野においてリーダーシップを発揮し、多様な医療サービスを包括的
かつ柔軟に提供する。②総合診療を有する病院において、臓器別でない病棟診療・外来診
療を提供する。
上記２点を主体的に担える総合診療専門医の力量を獲得することを目標に研修を行ってい
ます。
＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp

総合診
療

関東

2018/02/28

千葉

千葉大学医学部附属病
院総合診療専門研修プ 5
ログラム

千葉大学医学部
附属病院

船橋二和病院

＜お問い合わせ先＞ 〒274-8506 千葉県船橋市二和東5-1-1
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
URL www.futawa-hp.jp/
担当：後期研修委員会事務局船井
TEL・FAX 047-447-9745 E-Mail：y-funai@min-iren-c.or.jp
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立川相互病院総合診療
専門医プログラム

立川相互病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

昭島相互病院、ふれあい相
互病院

QRコード

＜立川相互病院 総合診療専門医プログラム概要＞
東京都下、多摩地域で、長年、内科・外科・救急・小児・産婦人科・在宅診療等の基幹病院
として地域医療を支えてきた歴史を持つ。近年、商業施設の発展著しい立川市であるが、生
活保護比率は都下でトップ、高い国民保険料など、住民の暮らしは決して豊かとはいえない
中、当院は無料低額診療事業や差額ベット代を徴収しないなど弱者に寄り添う診療実践を
行っている。1951年に設立された当法人は、診療圏に10の医科診療所と１つの療養型病
院をはじめ、あらたな療養型病院の開設、歯科診療所・訪問看護・ヘルパーステーション・地
域包括支援センターなど、医療福祉介護の複合型の施設を展開しており、これら全てが研
修の場ともなる。
また「安心して住み続けられるまちづくり」を目指す2万5千人の住民組織と協力して、様々
なヘルスプロモーション活動を地域の中で取り組んでいる。
＜研修目標＞
一般目標として
１．患者、家族と協働して良好な医療とケアを継続的に提供できる。
２．地域における健康問題について捉え、分析し、柔軟に対応する能力を養うことができ
る。
３．院内外の多職種との協働・連携を円滑にすすめるマネジメント力を身につける。
４．自己研鑽を怠らず、自らがかかわる人から信頼される職業規範を身につける。
５．地域臨床研究センターと共同して臨床研究に取り組む。
＜問い合わせ＞
竹野伸子
住所 〒190-8578 東京都立川市緑町4-1
電話 042-525-2898（医局直通） FAX 042-525-2923
E-mail takeno@tachisou.or.jp

総合診
療

関東

東京

みさと健和病院総合診
療専門研修プログラム

総合診
療

関東

東京

大田病院南部東京総合 2
診療専門研修プログラム

2018/02/28

2

みさと健和病院

埼玉県の最南部にあり、東京都・千葉県との県境が近い首都圏に位置しながら、人口
10万
人あたりの医師数・病床数が全国最低クラスに位置する医療資源に乏しい地域です。そう
いった地理的条件により、地域の第一線の医療機関として稀な疾患から
commonな疾患ま
で幅広く地域の疾患の縮図を経験することができます。救急⇔総合診療⇔集中治療を一体
的に担う「救急・総合診療科」が主な研修の現場になります。専攻医は、チームの一員として
東葛病院、柳原病院、みさと 屋根瓦の指導体制を構成し、自らの研修を行いながら、初期研修医の指導も担い集団で成
健和クリニック、柳原診療所 長できる指導環境です。また、282床という規模の強みは、臓器別だけでない総合力の育成
と、各診療科との垣根の低さです。
都心へのアクセスは良好です。各種学術集会・研修会などへ参加しやすい地の利です。ご
興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
●お問い合わせ
みさと健和病院 医局事務 研修担当 長谷川 電話048-955-7171（代）

社会医療法人財
団城南福祉医療
協会大田病院

91

領域名

総合診
療

地協名

関東

県名

東京

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

東京民医連（TMR）総合 2
診療専門研修プログラム

社会医療法人社
団健友会中野共
立病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

立川相互病院、東葛病院等

QRコード

都心部の病院・診療所を研修フィールドとし、都市部の健康を決定する問題を家族・地域・コ
ミュニティーと一緒に解決することや、専門医や医療機関が多い都市部で適切な専門医療
に繋ぐ役割、また専門医にはできない継続的で包括的でキメの細かいケアを提供できること
を目指します。毎月1回の振り返りの場であるレジデント・デイでは、コアレクチャーや臨床研
究セミナー、EBM実践セミナー等を行っています。
【問い合わせ先】
中野共立病院 医局 小林・新井 電話：03-3386-3166 メール：ikyoku-jimu@kenyu-kai.or.
jp

総合診
療

関東

東京

東葛病院総合診療専門
3
研修プログラム

医療法人財団東
京勤労者医療会
東葛病院

総合診
療

関東

神奈川

生協戸塚病院総合診療
専門研修プログラム「と 2
つか」

医療生協かなが
わ生活協同組合
戸塚病院

本研修PGの施設群は、千葉県流山市において、中心的な急性期病院である東葛病院を基
幹施設（以とし、回復期・慢性期を中心とした中小病院と、より地域に深く根ざし地域包括ケ
アの最前線の取り組みを行う診療所、および東日本大震災の被災地で地域の人々の医療
を守っている診療所という専門研修連携施設で構成されています。地域第一線医療を担う
病院、診療所などで活躍する高い診断・治療能力を持つ総合診療専門医を養成します。
そして、総合診療専門医として求められる一般的な知識・技術の習得のみならず、医師とし
代々木病院、あびこ診療所、
野田南部診療所、みさと協立 ての人格の涵養、医療の社会性の理解を深めることを重視します。また病院、診療所の地
域における役割と求められる医療について理解したうえで、そのニーズに応えうる総合的な
病院
力量と必要な専門性を習得します。さらに無差別・平等の医療・介護・福祉を担い創造しうる
医師、基本的人権を尊重できる総合的視点を持つ医師、地域に求められる役割に応えて民
主的なチーム医療を実践できる医師を養成します。そのために「地域に出て 、地域に学び
、地域で育つ」地域基盤型教育を取り入れ、HPH（健康増進活動拠点病院）の視点で地域
住民との協力共同の場を研修に生かすとともに、SDH（健康の社会的決定要因）をはじめ
医療の社会的問題に対する科学的な視点、変革の視点を身につけます。
生協戸塚病院は一般病床54床と地域包括ケア病棟41床をもつ病院です。周辺地域には急
性期や療養型の病院が多くあるものの、中間のニーズを満たす病院があまりありません。
当院は地域包括ケア病棟を導入するなど、急性期と慢性期の間を取り持つ医療を提供して
います。
この研修プログラムでは、病院の中だけでなく診療所や在宅医療など様々な場を経験する
川崎協同病院、医療生協わ ことができるようにして、単に医学的問題だけでなく、生活背景・社会背景などを考慮しなが
ら、幅広く総合的に判断する視点を養い、ジェネラリストとして必要な基本的能力を身につけ
たり病院（僻地被災地連携
ることを目標としています。
先）
また、医局は統一医局なので、科の垣根がなく何でも相談し合える環境にあります。
【お問い合わせ先】
生協戸塚病院 研修担当 岩瀬
TEL：045-864-4155

総合診
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総合診
療

関東

関東

2018/02/28

神奈川

神奈川

CFMD家庭医療/総合診 3
療レジデンシー・東京

汐田総合病院総合診療 2
プログラム

川崎医療生活協
同組合久地診療
所

公益財団法人横
浜勤労者福祉協
会汐田総合病院

ＣＦＭＤプログラム

川崎協同病院／生協戸塚病
院／川崎セツルメント診療所
他
（現在調整中）

地域需要が高い高齢者医療を主体に脳卒中からプライマリケア、高齢者の複合疾患、各科
の境界疾患を外来、病棟、在宅、施設で幅広く研修することにより、地域医療を担う総合医
の育成を目指します。区内の中核病院で救急・小児科研修で年齢に捉われなく救急対応か
ら入院までの一連の流れに対応えきる能力を身につけます。無料低額診療など社会的な困
難な患者へ医療を提供している病院・診療所の外来・病棟で医学的な研修に留まらず患者
の生活背景、社会保障制度等の社会的資源を活用する視点も養い、病気とともに患者が抱
ええている社会的な問題にも支援できる能力を身につけます。
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総合診
療

関東

神奈川

川崎医療生協総合診療
専門医養成プログラム 2

川崎医療生活協
同組合川崎協同
病院

＜プログラムの特徴＞
1．外来を継続できる
研修ローテートで研修科が変わっても継続して外来診療枠を継続します。
2．病院の枠を超えた地域での研修
川崎医療生活協同組合は、川崎市に約５万世帯の組合員を有し、病院、診療所、歯科診療
所、訪問看護Stに加え、地域包括支援センター、老健施設などの介護事業所も運営してい
ます。
幅広いフィールドで、地域包括ケアの本質を学びます。
3．総合医局・多職種での教育
川崎協同病院は１つの医局に全医師が所属しており、各科の垣根なく指導を受けることが
できます。また、看護師など多職種が研修医教育に携わる文化が浸透しています。
汐田総合病院、あさお診療
4．患者さんの生活背景まで診る全人的医療
所、川崎セツルメント診療所、 プログラムの中心研修施設である川崎協同病院は京浜工業地帯に近接する医療機関で
久地診療所
す。この地域は社会的または経済的な困難を抱える方が多く、指導医はそうした背景の中
僻地被災地連携先病院(坂 で診療を行っています。この環境で学ぶことで、研修医は医学知識・技術のみに留まらない
総合病院、松島海岸診療所) 全人的医療を学べます。
5．医療生協組合員と作り上げる研修
地域の患者さんである医療生協組合員と共に参加型で進めるヘルスプロモーション活動が
充実しています。
研修医は組合員活動の１つである班会に定期参加し、継続的に地域住民と交流して健康
づくりを共に進める貴重な機会が得られます。
＜募集要項＞
■初期臨床研修を修了した方、もしくは翌春修了を予定している方
■必要書類：医師免許証・履歴書・初期研修修了証明書（修了者のみ）
■お問い合わせ先：川崎協同病院医局事務室 国分博子 044-277-9633
kensyuui@kawaikyo.or.jp
☆私たちと一緒に地域医療に取り組みませんか？お待ちしています！☆

総合診
療

東海・北陸

富山

北陸総合診療コンソーシ 2
アム城北病院プログラム

公益社団法人石
川勤労者医療協
会城北病院

富山協立病院、水橋診療所

2018/02/28

QRコード

特に在宅医療に力を入れており、強化型在宅療養支援病院として入院ベッドを持ちながら、
在宅患者170名を管理しています。連携診療所と定期的なカンファレンスを開催し、地域連
携を理解し、医療だけでなく介護施設などとの協力を自ら考え提供することを経験できます。
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

総合診
療

東海・北陸

石川

北陸総合診療コンソーシ 2
アム城北病院プログラム

公益社団法人石
川勤労者医療協
会城北病院

◆城北病院は、金沢駅から徒歩15分の位置にあり、全ベット数314床、8病棟（救急病棟、
内科急性期・総合診療部門病棟、外科系急性期病棟、検査教育小児病棟、地域包括ケア
病棟、回復期リハビリテーション病棟、医療型療養病棟）あり、急性期からリハビリテーショ
ン、退院まで機能別に医療活動を行っています。近接して城北病院の外来部門を担う城北
診療所があり、入院部門を担う城北病院と一体で医療を行っています。また、在宅部門を担
う城北クリニックも隣接してあり、症例をある時点で経験するということだけではなく、外来か
ら入院そして在宅への一連の流れで患者を継続的に診ることができます。
城北病院のある金沢市でも高齢化が進み（高齢化率21.2％）、入院患者の70歳以上割合
は約60％で年々増加傾向であり、高齢者・認知症患者の医療を重視しています。また、病
院開設時から、「生命の尊さが差別されてはならない」を理念とし、誰もが
24時間365日受診
できる病院を目指し、無料低額診療の実施・断らない救急・差額室料は徴収しない、をコン
寺井病院 富山協立病院 水
セプトに医療活動を展開してきました。救急搬送年間約1600台と漸増しており、特に高齢者
橋診療所 光陽生協病院 光 や精神疾患や生活困難を併せもつ方の搬入割合が多い状況です。ヘルスプロモーティング
陽生協クリニック つるが生協 ホスピタル（健康増進活動拠点病院）として、病院に関わる方、地域の方の健康増進の取り
診療所
組みも活発に行っています。
◆全体の研修目標－「生命の尊さが差別されてはならない」を基本に、『継続性』にこだわり
地域のひとびとや医療・福祉機関と連携し、いつでも誰にでも安全安心な医療の実現に寄
与し、病院、診療所などで活躍する高い診断・治療能力を持つ総合診療専門医を養成しま
す。具体的には、診療所を1人で担うために必要な総合診療医としての診療能力をつけるこ
とを目標にします。
①患者中心・家族志向の診療態度を身につける②包括的な医療を提供できる（患者のライ
フサイクルにあわせた医療が提供できる）③地域に必要な医療を理解し、地域の資源を利
用してどのような医療・福祉システムを構築できるか考える事ができる④小病院の運営に
係わる能力を身につける（医療保険制度・リスクマネジメント、スタッフの教育計画を立てるこ
と、施設外のスタッフと連携を築くこと）

総合診
療

東海・北陸

福井

北陸総合診療コンソーシ 2
アム城北病院プログラム

公益社団法人石
川勤労者医療協
会城北病院

光陽生協病院、光陽生協クリ
ニック、つるが生協診療所

岐阜県内及び近郊の多くの研修サイトをローテートしながら複数の総合診療のロールモデ
こがねだ診療所・すこやか診 ルと出会い研修を積むことができる研修体制を整備しています。また地域住民、各種団体、
療所・しずさと診療所
ボランティアや当院の全職員、「岐阜健康友の会」などの理解と協力のもとで研修できる環
境を整えています。無差別平等の立場に立ち、住民・患者・利用者に寄り添って医療活動を
協立総合病院（愛知）
行うこと、地域の健康増進に貢献することができる医師を養成することを理念とします。

総合診
療

東海・北陸

岐阜

みどり病院総合診療専
門研修プログラム

2

医療法人岐阜勤
労者医療協会み
どり病院

総合診
療

東海・北陸

岐阜

清流の国ぎふ総合診療 4
専門研修プログラム

岐阜大学医学部
附属病院

みどり病院・こがねだ診療所

総合診
療

東海・北陸

静岡

浜松医科大学医学部附
属病院総合診療専門研 4
修プログラム

浜松医科大学医
学部附属病院

三島共立病院、浜松佐藤町
診療所、総合病院南生協病
院

2018/02/28

QRコード

浜松医大と県西部方面を中心とした静岡家庭医養成プログラムを基礎としたプログラムに
三島共立病院と浜松佐藤町診療所が総合診療Ⅰ施設として連携しています。
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

総合診
療

東海・北陸

愛知

西伊豆健育会病院総合 1
診療専門研修プログラム

医療法人社団健
育会西伊豆健育
会病院

総合診
療

東海・北陸

三重

三重大学総合診療専門
8
研修プログラム

三重大学医学部
附属病院

総合診
療

近畿

京都

京都家庭医療学セン
ター総合診療専門研修
プログラム

公益社団法人京
都保健会上京診
療所

2018/02/28

2

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

協立総合病院

三重県の総合診療専門研修プログラムはこの1本に統一されている。
将来の志望によってコースが分かれており、診療所コースと病院コースが設けられている。
診療所コースは1年目に総合診療Ⅰ12か月、3年目に総合診療Ⅱを6か月。病院コースは1
津生協病院（総診Ⅱ）
年目に総合診療Ⅱを12か月、3年目に総合診療Ⅰを6か月研修する。
みえ医療福祉生活協同組合
同法人内（・同県連）で総診Ⅰ・Ⅱの両方を選択でき、さらに両方を津市内で研修できること
高茶屋診療所（総診Ⅰ）
が魅力。選択の仕方によって、プログラム上では津市内で研修を完結できる（同期入職者と
の調整・各病院の都合によって変動あり）。
教育カンファレンスやTV会議システムを使った学習会等、学習機会がとても豊富である。
基幹施設である上京診療所は、1954年に開設され、地域に密着した外来・訪問診療を行
なっています。外来件数は1日約100件、訪問診療登録件数は約200件で近隣の包括支援
センターや訪問看護ステーションなどと日常的なネットワークを作り、地域の医療を支えてい
ます。また、2006年に京都家庭医療学センターを設立し、地域における家庭医療の実践と
教育に尽力して来ました。近年では、地域での人材育成を掲げ、「地域医療エキスパート塾」
を主宰しています。連携施設として、臨床研修指定病院、中小規模病院、ほかの診療所など
があり、それぞれの地域に合わせた様々な医療の場を経験していただけるものとなっていま
す。
京都家庭医療学センターの理念は、「診療の質向上に努める」「地域のヘルスプロモーショ
京都民医連中央病院、仁和 ンを促進する」「教育に力を注ぐ」「研究などの学術活動を推進する」「家庭医療の普及・発展
診療所、ふくちやま協立診療 に邁進する」「国際活動にも取り組む」の６つです。それを実現するために「チームや組織で
所、たんご協立診療所
リーダーシップを発揮できる」「内的に安定し、謙虚で自尊心を有する」「プロフェッショナリズ
ムを磨き続ける」「世界的な視野に立って物事を捉える」「フィールドを問わず活躍できる」
「平和や環境などにも配慮できる」の6つを目指すべき医師像とし、知識／技術／態度研修
を進めています。
＜問い合わせ先＞
澤瀬 美喜夫
住所 〒602-8305 京都市上京区花車町482-2
電話 075-432-1261 FAX 075-432-1345
E-mail jimu001@kamigyo-hp.org
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領域名

総合診
療

総合診
療

総合診
療

地協名

近畿

近畿

近畿

2018/02/28

県名

京都

京都

大阪

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

京都北部総合診療専門 2
研修プログラム

公益社団法人京
都保健会京都協
立病院

京都民医連中央病院総
合診療専門研修プログラ 2
ム

京都民医連中央
病院

西淀病院総合診療専門 4
研修プログラム

一般財団法人淀
川勤労者厚生協
会附属西淀病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

本研修プログラムは、京都協立病院を基幹施設として、京都府内の病院３施設、診療所３施
設の合計７施設群で構成しています。具体的な施設の位置は、中丹医療圏および丹後医療
圏、京都・乙訓医療圏にまたがっており、それぞれの地域特性などを踏まえた研修ができる
ように配慮しています。
また、外来・救急・病棟・在宅という多様な総合診療の現場で遭遇する
common diseaseを
数多く経験するだけでなく、患者との円滑なコミュニケーションを通じた信頼関係を構築する
技法、自己省察や学術的利用に耐えうる診療録記載方法、さらに他の医療・介護・福祉関
連施設に速やかに紹介できる診療情報提供書の記載方法など総合診療専門医としての専
門技能を身に付けることができるよう工夫しています。
2006年に地域の方々とともに、地域の医療の質の向上、健康水準の向上を目指すために
必要な家庭医を育てるための拠点づくりとして、京都民医連中央病院、京都協立病院、たん
ふくちやま協立診療所、たん ご協立診療所らの共同施設群として”京都家庭医療学センター”を立ち上げました。
ご協立診療所、上京診療所、 京都家庭医療学センターに所属する医師は次に掲げる６つの医師像の実現を目指してい
仁和診療所、京都民医連中 ます。①チーム医療や組織運営にリーダーシップを発揮できる医師、②内的に安定し、謙虚
央病院
でかつ自尊心を有する医師、③プロフェッショナリズムを絶えず磨き続ける医師、④常に世
界的な視野に立って物事をとらえる医師、⑤診療所、病棟などのフィールドを問わず活躍で
きる医師、⑥平和や環境などにも配慮できる視野を持つ医師。これら６つを目指すべき医師
像として掲げた指導医が、地域住民の命と健康を支える質の高い総合診療専門医の養成を
全面的に支えます。
＜問い合わせ先＞
吉田 秀一
住所 〒623-0045 綾部市高津町三反田１
電話 0773-42-0440 FAX 0773-42-9459
E-mail shahoren@ninokuni.net
京都民医連中央病院を基幹施設とし、長年総合内科医を養成してきたフィールドで、患者の
病だけを診るのではなく、患者を臓器の集合体としてのみ捉えるのでもなく、そこに生きて働
き、生活する人間として、患者様をまるごと診ることのできる総合診療医の養成をめざしてい
ます。臓器や疾患を選ばず、患者様の幅広い健康上の問題に身体・心理・社会の各側面か
らアプローチし、新しい知見や根拠に基づいた水準以上の医療を提供する総合診療科をめ
ざしています。基幹施設の京都民医連中央病院の入院医療では、肺炎、脳血管障害、感染
症、喘息、糖尿病など一般的な内科疾患を横断的に担当しています。外来医療では、中央
京都民医連第二中央病院、 病院の救急外来、京都民医連内の診療所での一般外来を担当します。京都市内だけでな
京都協立病院、吉祥院病院、 く、京都府北部の病院2施設、診療所2施設を連携施設にいれ、それぞれの地域の特性を踏
上京診療所、仁和診療所、ふ まえた研修ができます。2006年から「京都家庭医療学センター」に則った専攻医養成をして
くちやま協立診療所、たんご おり毎年数人の専攻医を迎え入れている実績があります。
協立診療所
問い合わせ先
HP http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
〒604-8453
京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都民医連中央病院 医局事務課
TEL：075-822-2777(代表)
E-mail：ikyokujimu.t@gmail.com
耳原総合病、コープおおさか
病院、東大阪生協病院、ファ
ミリークリニックなごみ、ファミ 「診療所・中小病院で、家庭医として質の高い医療活動ができる」ことを目標に、患者・家族
リークリニックあい、たいしょう にチームとして継続的・包括的に関わるとともに、地域のﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに関わります
生協診療所、はなぞの生協
診療所、尼崎医療生協病院
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

領域名

地協名

県名

プログラム名

総合診
療

近畿

大阪

たいしょう生協診療所総
合診療専門研修プログラ 2
ム

たいしょう生協診
療所

社会医療法人同
仁会耳原総合病
院

みみはらファミリークリニック、
ファミリークリニックなごみ、西
淀病院、高砂クリニック、コー
プおおさか病院、東大阪生協
病院、その他調整中

関西医科大学附
属病院総合診療
科

コープおおさか病院

総合診
療

近畿

大阪

耳原総合病院総合診療 3
専門研修プログラム

総合診
療

近畿

大阪

関西医科大学附属病院
総合診療専門研修プロ 2
グラム

総合診
療

近畿

2018/02/28

兵庫

兵庫民医連総合診療専
門研修プログラム神戸 2
コース

神戸医療生活協
同組合神戸協同
病院

東神戸病院、いたやどクリ
ニック、尼崎医療生協病院

QRコード

【プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特徴】
基幹施設である神戸協同病院では総合診療研修Ⅱを提供する。
1948年に地域の方々か
らの資金をもとに神戸協同診療所として開設され、全日本民主医療機関連合会に加盟し
て、働く人たちの医療機関として歩んできた。1963年に50床の神戸協同病院を開設し、神
戸市長田区を中心とした地域の方々と一緒に予防保健活動や健康増進活動に力を入れて
きた。差額室料を取らないなど無差別平等の医療活動を展開し、急性期から慢性期までの
地域に根差した総合的な医療を提供している。また近隣地域の医療・保健・福祉機関と連携
し、在宅や施設での医療と介護の支援を行っている。
神戸協同病院と同じ法人のいたやどクリニックは1953年に開設され、「医療介護とともにい
い地域を提供する」ことを目標に、医療福祉のまちづくりに取り組んでいる。いたやどクリニッ
クは総合臨床研修Ⅰを提供する。
東神戸病院は急性期から慢性期の入院医療及び外来医療を通じ、また在宅医療や他の医
療機関との連携を重視しつつ、日常的な患者様の主治医機能を果たせることを最重点とし
て医療活動に取り組んでいる。
内科・小児科・救急科の研修の場である神戸市立医療センター西市民病院は神戸市西部
地域の地域医療支援病院に指定されており、「地域の中核病院として市民の生命と健康を
守るために、安全で質の高い心のこもった医療を提供する」ことを基本理念としている。
【プログラムの理念】
無差別平等の立場を取り、地域を知り、地域で果たすべき役割を自覚し、住民・患者に寄り
添って医療活動を行うことを通じ、地域の健康増進に貢献できる医師を養成することを理念
とする。（１）様々な職種と連携し、地域の保健・
医療・介護・福祉の様々な分野におけるリーダーシップを発揮し、診療所を主体的に担える
力量を獲得すること、（２）病院総合医としての力量を獲得すること、を研修目標とする。
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領域名

総合診
療

地協名

近畿

県名

兵庫

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

兵庫民医連総合診療専
門研修プログラム尼崎 1
コース

尼崎医療生協病
院

総合診
療

近畿

奈良

ＦＤＭＩなら総合診療レジ
2
デンシ―プログラム

社会医療法人健
生会大福診療所

総合診
療

近畿

奈良

土庫病院総合診療専門
2
医養成プログラム

土庫病院

総合診
療

近畿

和歌山

和歌山生協病院総合診 2
療専門研修プログラム

和歌山生協病院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

耳原総合病院、良元診療所

QRコード

【プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長】
尼崎は中規模都市であり、高齢者、とりわけ独居の高齢者が多い。また、生活保護率が高
いなど、貧困や雇用といった社会的問題もある。地域の健康を作っていくには、医療だけで
なくさまざまな社会的観点からの取り組みが必要となる。当院は医療生協という法人組織で
あり、地域住民が組合員となり出資金を拠出している。組合員は健康づくりのための学習会
や街角健康チェックなどのさまざまな活動を行っており、地域の健康づくりを進めていくリ
ソースとなっている。都会の医療生協という場においての家庭医療の学習と実践では、医療
機関の外に出て地域に目を向ける機会を豊富に持っている。

【プログラムの理念】
地域の医療、介護福祉のネットワークを構築してきた兵庫民医連において、生協組織を基
盤に尼崎医療生協病院および都市型診療所を主なフィールドにして地域の人々の健康問題
に広く関わり、社会経済的に弱い立場にある人々の健康を守りながら、継続的、包括的な医
療を提供できる家庭医を育成する。
「奈良県総合診療プログラム」の紹介
http://www.pref.nara.jp/isikangosi/naradr/soushin/index.html
吉田病院（連携）、おかたに病 奈良県では、総合診療医養成プログラムを有する基幹施設６施設が、協働で専攻医育成
院（連携）
体制の整備に取り組んでおります。所属施設を超えて、プログラムを支えるスタッフと意見を
言い合える場があり、親身になって相談に乗ってくれる熱心な指導医がいることが奈良の魅
力です。
「奈良県総合診療プログラム」の紹介
吉田病院（連携）、おかたに病 http://www.pref.nara.jp/isikangosi/naradr/soushin/index.html
院（連携）、河合診療所（連
奈良県では、総合診療医養成プログラムを有する基幹施設６施設が、協働で専攻医育成
携）、大福診療所（連携）、日 体制の整備に取り組んでおります。所属施設を超えて、プログラムを支えるスタッフと意見を
の出診療所（連携）
言い合える場があり、親身になって相談に乗ってくれる熱心な指導医がいることが奈良の魅
力です。
①プライマリヘルスケアを行える能力の獲得
「患者の人権を守る基本的、総合的な診療能力の獲得」を目指した研修を行う。「総合診療
医」としての診断治療能力と、｢ヘルスケア｣としての「健康に生きるための権利を守る活動」
を身につけることが臨床医に求められている。患者さんを全人的にとらえ、患者さんとのコ
ミュニケーションや信頼関係を構築し、プライマリヘルスケアを行える能力の獲得を行う。
②専門性と総合性の調和のとれた医師としての能力の獲得
患者さんを全身的、全人的に診ることができ、技術的にも社会的にも問題解決ができる力
量の獲得を重視する。そのために病院の医療活動だけでなく、診療所や老人施設、往診、
健診活動などを研修場所として位置づけている。一般外来や診療所外来だけでなく、高齢
者の医療・福祉の課題に積極的に参加して研修を行う。
③問題を解決する能力の獲得
耳原総合病院・尼崎医療生協 診断、治療の適応における問題解決だけでなく、患者さんの社会的、経済的な問題点を総
病院・吉田病院・宗谷医院・河 合的に解決する能力が求められる。主治医として患者さんに責任を持つ姿勢を追求するな
かで、総合的な問題解決能力の獲得を目指す。
西診療所
④チームリーダーとしての力量の獲得
他職種と対等平等の関係を保ち、「患者との共同の営み」として医療を行っていくことが大
切である。カンファレンスを重視し、他職種の意見も聞き入れながら治療方針を決めていく。
チームリーダーとしての研修を重視する。
⑤医師としてのプロフェッショナリズムの研修
生涯学習者として、自ら学び、自己決定型学習ができることを目指す。臨床上の疑問につ
いて、EBMに基づいて解決し、省察的実践者をめざす。後期研修医として、後輩の指導医と
して、学習者中心の教育技法を実践する。
和歌山生協病院 総合診療PG責任者 畑 伸弘
研修担当事務 松下 電話073-471-7711 FAX073-474-2387
E-mail matushita.k@waseikyo.com
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

総合診
療

中国・四国

鳥取

鳥取の総合診療専門医 6
を育てるプログラム

国立大学法人鳥
取大学医学部附
属病院

総合診
療

中国・四国

島根

出雲市民病院・出雲家庭
医療学センター総合診 2
療専門研修プログラム

出雲医療生活協
同組合出雲市民
病院

総合診
療

中国・四国

島根

総合病院松江生協病院
総合診療専門研修プロ 2
グラム

総合病院松江生
協病院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

鳥取生協病院・わかさ生協診
療所・せいきょう子どもクリ
ニック

大曲診療所

本プログラムは，「都市型診療所の総合診療専門医」「中小病院の総合診療専門医」を育成
することを目的とします．総合診療専門研修は，内科各科をローテイト研修すれば総合診療
専門医としての力量が身につくというものではありません．総合診療専門研修には，ふさわ
しいフィールド・総合診療の実践・教育の3つが必要不可欠です．出雲市民病院と大曲診療
所を中心とした総合診療専門研修は，上記２つの医師像のアイデンティティを確立し，生涯
を通して地域で包括的・継続的に診療を展開してゆける医師を養成する実績があります．
島根県に総合診療専門医が更に増えることで，中小病院の医療において複数の総合診療
専門医のグループが主力を担い，地域の診療所において総合診療専門医がプライマリ・ケ
アの質の底上げを図る．その上で各科臓器専門医との効果的な連携を行っていく．これが
島根県におけるこれからの有効な医療モデルになると確信しています．本プログラムは
4年
間の研修期間で，総合診療専門研修Ⅰ，Ⅱをそれぞれ12ヶ月．ならびに領域別研修として
内科，小児科，救急科，リハビリテーション科の研修を必須とします．
4年間を通じ，出雲市
民病院か大曲診療所でのハーフデイバック／ワンデイバックを行い，継続した外来診療／
訪問診療を行います（外部研修中も続行）．また，総合診療専門研修期間中に専攻医の
ニーズに合わせ週1-2単位の研修を組み込むことも可能です．
問い合わせ先
出雲市民病院 出雲家庭医療学センター事務局足立
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町1536-1
TEL：0853-21-2722 FAX：0853-21-8101
E-mail：igakusei.icfm@izumo-hp.com
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

水島という地域性－学びの宝庫－
・倉敷市は中国地方第3の市であり47万人の人口を有します。水島には約9万人が生活し
ています
・水島は全国から多くの労働者が働き口を求めて流入し、人口規模を拡大してきたまちです
・現在では、単身男性、高齢者二人暮らしや高齢単身者が多くなっており、雇用問題、貧困
問題、アルコールの問題、喫煙問題や精神科疾患といった複雑な問題を抱えた患者が多い
地域です
・救急分野では救急搬入数（1800台超）および心肺停止患者の救急搬入数（105件）が増
加傾向です

総合診
療

中国・四国

岡山

倉敷医療生協総合診療
専門研修プログラム

総合病院水島協
同病院

倉敷中央病院、玉島協同病
院、コープくらしき診療所
（僻地・離島等を含め、現在 Point1 困難を抱えた地域性
交渉中の施設が複数ありま 水島地区は戦後高度経済成長を推し進めた水島臨海工業地帯が立地するまちです。工業
地帯は農業県であった岡山を一変させ、多くの富を生み出しました。一方で大規模な大気汚
す）
染公害が発生し、健康な体を奪われた人、快適な生活環境を失った人達が住む地域にもな
りました。医療だけでは解決しない問題にどう立ち向かうのか、ソーシャルワークの視点を日
常的に養い、総合診療医・家庭医にとって不可欠な学びとなっていきます。
Point2 指導医全員総合診療
当院の内科医は緩やかな専門性を持ちながら総合診療的視点を備えています。疾患だけ
でなく、社会的な困難へのアプローチやマネジメントは当院の真骨頂です。
【お問合せ先】
水島協同病院 医師研修・医学生支援室 岸本（きしもと）
Tel：086-444-3211（代）E-mail：kns-center@mizuko.jp

総合診
療

中国・四国

岡山

総合病院岡山協立病院
総合診療専門研修プロ 2
グラム

総合病院岡山協
立病院

【特徴・魅力】
岡山協立病院は地域住民が設立した病院なので、組合員、職員が一体となって保健・医療
・介護活動を展開しています。また、同法人内には、療養型の病院、
4つの診療所、6つの介
護事業所や協力医療機関との連携で、外来、在宅、病棟診療など幅広い健康問題に的確
へいわこどもクリニック、高松 に対応する臨床能力を養うことができます。そういった連携した施設の中で、生涯を通して
平和病院、コープみんなの診 地域で包括的・継続的に診療が行うことができる総合診療専門医を養成します。
療所、伊予診療所
【お問合せ先】
総合病院 岡山協立病院 臨床研修センター 木村久子
ＴＥL：086-272-2121
ＦＡＸ：086-271-7849
E-Mail：igakusei@okayama-health.coop

総合診
療

中国・四国

山口

家庭医療学開発セン
ター（CFMD）総合診療 3
専門研修プログラム・せ
とうち

愛媛医療生活協
同組合愛媛生協
病院

宇部協立病院ほか

総合診
療

中国・四国

山口

山口大学総合診療プロ
グラム

山口大学医学部
付属病院総合診
療部

宇部協立病院

2018/02/28

ホームページURL: http://www.primarycare.med.yamaguchi-u.ac.jp/
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

領域名

地協名

県名

プログラム名

総合診
療

中国・四国

徳島

徳島健生病院総合診療 2
専門研修プログラム

総合診
療

総合診
療

中国・四国

中国・四国

2018/02/28

徳島健生病院

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

健生石井クリニック、健生西
部診療所 他

香川

高松平和病院総合診療
2
専門研修プログラム

香川医療生活協
同組合高松平和
病院

香川医療生活協同組合 善通
寺診療所、同へいわこどもク
リニック、愛媛医療生活協同
組合 愛媛生協病院、同伊予
診療所、香川県立中央病院

愛媛

家庭医療学開発セン
ター（CFMD）総合診療 3
専門研修プログラム・せ
とうち

愛媛医療生活協
同組合愛媛生協
病院

岡山協立病院、水島協同病
院、福島生協病院、宇部協立
病院、高松平和病院、高知生
協病院、伊予診療所、新居浜
協立病院、他

QRコード

総合診療Ⅰ研修では県西部の過疎地出の研修や、瀬戸内海の離島での研修が選択可能。

①レジデントデイを週に1単位設け、研修単位を確保、②家庭医療学開発センター（
CFMD）
総合診療専門研修プログラム・せとうちも選択可能。③継続して内科外来研修、エコー研
修、在宅診療に携われる、④プライマリケア連合学会の専門医が指導医として関わる。⑤後
期研修医2名、初期研修医2名在籍しており、学び合う雰囲気や環境がある。
問い合わせ先：お問い合わせ先
高松平和病院 医局事務課 末澤 理恵
760-8530 高松市栗林町1-4-1
Tel:087-833-8113（代）内線（484）Fax:087-833-8759（医局直通）
Mail:ikyoku-s@kagawa.coop
研修施設は中国四国6県15院所からなり、専攻医自身による選択が可能です。
プログラム全体での振り返りの会を2ヶ月に1回実施しています。専攻医は原則全員参加、
可能な限りの指導医が集まり、期間ごとの研修の振り返り、ポートフォリオ作成援助、指導
医によるレクチャーを行なうことで、研修状況の確認や今後の方針などを検討し合うことがで
きます。
日本プライマリ・ケア連合学会学術集会や各地方でのプライマリ・ケア研究会、ポートフォリ
オ発表会などで、研修報告の機会を担保します。
プログラムに対するお問い合わせは、下記までお気軽にどうぞ。
〒791-1102
愛媛県松山市来住町1091-1
愛媛生協病院
プログラム責任者：内科・家庭医療科部長原 穂高（はら ほたか）
事務局：研修担当事務 浅田 裕介（あさだ ゆうすけ）
TEL：089－976－7001
FAX：089－976－7029
e-mail：y-asada@ehime-med.org
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プログラム定員
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総合診
療

中国・四国

高知

家庭医療学開発セン
ター（CFMD）総合診療 3
専門研修プログラム・せ
とうち

愛媛医療生活協
同組合愛媛生協
病院

総合診
療

中国・四国

高知

高知家総合診療専門研
12
修プログラム

高知大学医学部
付属病院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

【当院での特徴は】
l 地域のみなさまとともに「いつでも誰でも、安心してかかれる」病院として、あたたかく心の
通う地域医療を提供しています。また、内科のほか、外科、整形外科の専門医療を提供して
おり、初期・二次救急診療なども行っています。
l 総合診療科においては、日本プライマリ・ケア連合学会認定の後期研修プログラム
Ver2を
取得しており、家庭医療学を特徴づける能力、特に患者中心の医療、家族志向型ケア、包
括的アプローチ、多職種連携チーム医療に強い医師養成に取り組んできました。また、初期
研修、後期研修、医学生の臨床実習に積極的に取り組んでいます。外来診療では非選択的
に生物・心理・社会的アプローチを行い幅広い健康問題に対応しています。入院診療では総
高知医療生活協同組合 高知 合診療病棟で各科と協力しながら複数の疾患をもった方にも主治医として関わります。
l 在宅医療に力を入れており在宅療養センターを中心に地域のさまざまなリソース（行政、
生協病院
介護施設、地域包括支援センターなど）と協力して地域包括ケアを展開しています。
医療生協の組合員が行っている地域の中での健康班会、食事会、サロン、多世代カフェな
どに医療従事者として関わり、地域の中での重要なソーシャル・キャピタルとしての役割が
果たせるよう支援しています。
【お問い合わせ】
高知生協病院
高知市口細山206-9
088-840-0123
事務担当 赤木
プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
問い合わせ先などご自由に記載してください：高知県内で統一した総合診療プログラムで
す。
【当院での特徴は】
l 地域のみなさまとともに「いつでも誰でも、安心してかかれる」病院として、あたたかく心の
通う地域医療を提供しています。また、内科のほか、外科、整形外科の専門医療を提供して
おり、初期・二次救急診療なども行っています。
l 総合診療科においては、日本プライマリ・ケア連合学会認定の後期研修プログラム
Ver2を
取得しており、家庭医療学を特徴づける能力、特に患者中心の医療、家族志向型ケア、包
括的アプローチ、多職種連携チーム医療に強い医師養成に取り組んできました。また、初期
研修、後期研修、医学生の臨床実習に積極的に取り組んでいます。外来診療では非選択的
高知医療生活協同組合 高知 に生物・心理・社会的アプローチを行い幅広い健康問題に対応しています。入院診療では総
生協病院
合診療病棟で各科と協力しながら複数の疾患をもった方にも主治医として関わります。
l 在宅医療に力を入れており在宅療養センターを中心に地域のさまざまなリソース（行政、
介護施設、地域包括支援センターなど）と協力して地域包括ケアを展開しています。
医療生協の組合員が行っている地域の中での健康班会、食事会、サロン、多世代カフェな
どに医療従事者として関わり、地域の中での重要なソーシャル・キャピタルとしての役割が
果たせるよう支援しています。
【お問い合わせ】
高知生協病院
高知市口細山206-9
088-840-0123
事務担当 赤木
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領域名

地協名

県名
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プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
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総合診
療

九州・沖縄

福岡

千鳥橋病院総合診療専
4
門研修プログラム

公益社団法人福
岡医療団千鳥橋
病院

総合診
療

九州・沖縄

福岡

米の山病院総合診療専 2
門研修プログラム

米の山病院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

千鳥橋病院は福岡市博多区にあり、年間3000台の救急車を受けいれている総合病院で
す。近くには緩和ケア病棟をもつ、たたらリハビリテーション病院があります。
また、１０の診療所と8つの訪問看護ステーションをもち、裾野の広い活動を展開していま
す。初期研修では、病院の総合診療科を中心とし、各専門科と共同しながら基礎的な臨床
能力を身につける初期研修を行っており、1年次に往診、2年時に外来診療を行いプライマリ
な能力を身につけることに力をいれています。
わたしたちがめざす総合診療専門研修では、その基礎的臨床能力に加え、広範なフィール
大手町病院、みさき病院、神 ドを活かしたプライマリ・ケア能力を高める研修を行います。
野診療所、鹿児島生協病院、 2年間では不足する内科的能力に関しては一定期間をとって選択研修を行います。また、プ
ライマリ・ケア医に必要な小児科・産婦人科のスキルアップもはかります。外来診療・往診な
菊陽病院
粕屋診療所、千代診療所、 どの経験ができます。緩和ケア指導医のもと緩和ケア病棟での研修もできます。
たたらリハビリテーション病院 その後、診療所での副所長経験を通して地域の健康づくり、プライマリ・ヘルスケアを実践
し、またチームリーダーとしての成長、マネージメント能力の向上を目指します。病院と診療
所では日常的な連携をとっておりカンファレンスなどを通して所長・病院専門医との相談を気
軽に行うことが出来ます。診療所では患者会などの活動もあり、まさに地域に育てられる研
修を体験できます。
《お問い合わせ：担当者》
千鳥橋病院 医局事務部 臨床研修課 松尾 俊宏
電話：（092）651 － 2155、ＦＡＸ：（092）651 － 3386
ｅ－ｍａｉｌ：ts-matsuo@fid.jp
～プログラムの特徴・魅力～
米の山病院は、福岡県大牟田市に位置し人口１２万あまり、高齢化率約３３．８
%と全国で
トップレベルの地域に位置する病院です。地域には、独居老人、認知症患者さんが多くい
らっしゃり、病院のみならず、診療所、訪問看護、小規模な機能施設などを連携して医療、介
護を展開する必要があります。各種、事業所と連携を取り、２４時間対応で救急患者を受け
入れています。また、病院内だけにとどまらず、患者会活動、地域へ出ての健康相談なども
積極的に実施しています。病院は、一般病床、回復期リハビリ病床を有しています。患者層
としては高齢者が大半をしめ、一人の患者に多様な疾患を合併しています。当院ではその
ような患者様に対して、内科医師はもちろんのこと、各診療科の医師で合同カンファレンスを
開き、多角的な面から治療方針などカンファレンスをします。
～指導医からのメッセージ～
千鳥橋病院、鹿児島生協病 米の山病院総合診療専門研修プログラムは、高齢率が33.8％と急速な高齢化が進む有明
院、菊陽病院、みさき病院、 医療地区に位置する急性期病院である米の山病院を基幹施設として、福岡市内の救急病
神野診療所
院や医療センター、診療所など様々な医療機能を持つ連携施設群からなる研修プログラム
です。
高齢化が進む大牟田市で、性別や年齢、臓器にとらわれることなく診療を行うことができま
す。また小児のワクチン接種をはじめ、疾病の生じる前の段階に予防的な取り組みを行った
り、領域にとらわれることなく包括的に疾患を診るスキルを涵養することができます。
～研修プログラムや詳細情報のアクセス情報・問い合わせについて～
米の山病院ホームページ内の「後期研修(専門研修)」にプログラムと見学申し込みホーム
などを掲載予定です。(現在準備中)
ＨＰ：http://www.komenoyama.com/index.php
問い合わせ先：米の山病院 医局秘書課
E-Mail：t-tutumi@kome-net.or.jp もしくは ikyoku-hisyo@kome-net.or.jp
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総合診
療

九州・沖縄

福岡

健和会大手町病院総合
診療科専門研修プログラ 2
ム

公益財団法人健
和会健和会大手
町病院

総合診
療

九州・沖縄

長崎

ながさき上戸町病院総
合診療専門研修プログラ 2
ム

社会医療法人健
友会上戸町病院

2018/02/28
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QRコード

【指導医メッセージ】
●自ら地域に入り込み、患者さんの心理や社会背景まで診る総合診療医を育てたい
当院は救急医療に力を入れている病院です。そのため紹介患者さんよりも救急患者さんが
多く、患者さんが救急外来から病棟を経て退院するまで全て診ることができます。その一
方、私達が自ら地域の中に入っていくことは救急病院であるが故に弱い部分でもあります。
その点については、地域に根ざした連携施設の研修の中で、患者さんが「来る」のを待つの
ではなく、「自ら地域に入り込む」という姿勢を学んで欲しいと考えています。
健和会町上津役診療所・千鳥 また、中小病院やクリニックでの一般的な症例はどういうものがあるのか、そのマネジメント
橋病院・（北九州市立八幡病 の仕方はどうなのか、大病院との違いは何なのか、そういった点も学べます。医療機器が十
院・新小倉病院・東病院・八幡 分でない施設では、「咳をしているから肺炎かもしれない。レントゲンを撮ってみて、撮っても
厚生病院・有吉クリニック・今 はっきりしなかったらＣＴも撮ってみよう。」という訳にはいきません。そのような困難なフィー
光クリニック）
ルドでも活躍できる総合診療科専門医を育てることが私達の目標です。
最後に、当院が所在している北九州市は、高齢化率も生活保護率も高い現状があります。
社会的に弱い立場の方も多いので、患者さんの心理や社会背景まで診る能力が必要とされ
ています。困難を抱えた患者さんが、退院後の在宅生活をしっかりできるように、院内の
ＭＳＷや施設職員、役場の福祉課の方々と日々密なカンファレンスをしながら共に頑張って
います。救急医療から在宅まで全て関われる、私はそういうところに総合診療の面白さを感
じています。ここでの研修を通して一緒に総合診療を盛り上げていきましょう。
研修医募集サイト：http://www.kenwakai.gr.jp/resident/
研修理念
長崎市南部地域の住民の幸せな暮らしに寄与するため、そして全国に総合診療を普及して
いくために、長崎市南部地域における総合診療専門医育成の中心となり、小規模病院を基
盤とした質の高い総合診療教育を行います。そして、自ら学び成長し続けながら、人々の命
と健康に関わる幅広い問題に適切に対応できる専門医を育成します。また専攻医と指導医
においては医師としてのみでなく人間としての成長を目指します。
プログラムの特徴
小規模病院で、外来医療（初診外来や慢性疾患管理）、救急医療（１次と２次救急）、病棟
医療、在宅医療のすべてを行っているのが特徴です。１人の患者さんを継続的に診ることが
可能となり、それぞれの場面に応じた適切な診療方法を習得し、患者さんに責任を持つとい
社会医療法人健友会 大浦診 う姿勢が養われます。また、各職種のスタッフとの距離感が近く、１人の患者さんに関して多
療所
職種でカンファレンスを行ったり、それぞれの専門性を発揮してアプローチが出来る為、多職
種連携の技術やリーダーシップの能力が養われます。
長崎市南部地域は低所得者の方が多く複雑な背景を抱える患者さんが多数いるため、そ
の診療やカンファレンス等を通じて病気だけでなく「人を診る力」を養うことができます。また
周辺に大規模病院がありますが専門分化しており、「多併存疾患を持つ高齢者を総合的に
診る」ことのできる医療機関が少ないため、上戸町病院ではそのような患者さんのマネジメ
ントを多数経験します。また周辺の医療機関や介護施設で看取りが行えないケースが多く、
上戸町病院の病棟や在宅において「最期まで診る」ことも多く経験します。
【お問い合わせ】住所：〒850-0953 長崎市上戸町4丁目2-20 電話：095-879-0705 FAX：
095-879-3388 E-mail：kensyu@kenyukai.or.jp 担当：柿本
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総合診
療

地協名

九州・沖縄
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熊本

プログラム名

くわみず病院総合診療
専門研修プログラム

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）
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連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
問い合わせ先などご自由に記載してください：
くわみず病院は熊本市の中心部に位置し、100床規模という中小病院の強みを活かして、
都市部での地域医療を実践している病院です。専門科の垣根なく幅広い疾患を多数経験す
ることを通して、総合診療専門医としての能力を習得できます。とりわけ、同一法人の精神
科病院と日常的な連携を行っており、こころと身体の両面を診ることができるジェネラリストと
水俣協立病院、くすのきクリ しての力が身につきます。また、2016年4月に起こった熊本地震の被災地である熊本では、
社会医療法人芳 ニック、天草ふれあいクリニッ 被災後に体調を崩された方、みなし仮設など住環境が変わったことで病状が悪化された方
和会くわみず病院 ク、菊陽病院、鹿児島生協病 などが受診されており、被災地の今を知ることができます。その他、熊本県内の家庭医プロ
グラムを持つ病院で構成される熊本総合診療研究会に加盟しており、県内の指導医・専攻
院
医と交流できることも魅力の一つです。
総合診療を学ぶにはちょうどよい規模の病院です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
〇総合診療プログラム全体での特任指導医５名（申請中）
〇家庭医プログラム専攻医２名（１年目１名、２年目１名）在籍※2017.7月現在
〇家庭医プログラム研修修了者１名が7月に専門医試験を受験
〇ホームページ：https://www.miniren.jp/medical-intern/general
＜特長＞
“大分県医療生協 総合診療専門研修プログラム”が大切にしていることは、
「患者さんを治すこと、そして、患者さんの暮らしを守ること」です。

総合診
療

九州・沖縄

大分

大分県医療生協総合診
療専門研修プログラム 2

大分県医療生活
協同組合大分健
生病院

竹田診療所

総合診
療

九州・沖縄

大分

豊の国大分総合診療専 4
門研修プログラム

大分大学医学部
附属病院

大分健生病院（連携施設・総
合診療専門研修Ⅱ）

2018/02/28

大分県医療生協 総合診療専門研修プログラム（以下、本研修PG）は、地域の中で患者を
とらえ、必要な医療ニーズを分析し、地域に適切な医療を還元できる医師を養成することを
目的としています。
本研修プログラムの特長は、その多くを地域の第一線病院である「大分県医療生活協同組
合 大分健生病院」で行うことを柱としています。大分健生病院は、地域に根ざして開設され
た歴史があり、生まれたばかりの赤ちゃんから、幼児・学童・思春期、働き盛りの大人、そし
て高齢者という「３世代の家族」を継続的に診ることができます。そこで多くの
Common
diseaseを経験することは、総合診療専門研修にとって非常に有益であり、まさに、新たな基
本診療領域の専門医として位置づけられた『総合診療専門医』を育成するには最も適してい
る病院であると考えます。
また、過疎地域にある竹田市の竹田診療所では、過疎地医療を学ぶことができます。地域
の皆さんに愛される診療所で、継続的に患者さんを診ていくという経験は医師としての方向
性を見つけるものとなるでしょう。
＜専攻医の先生へ＞
地域医療を学びたい！ 診療所所長が担える力量をつけたい！大きい病院より小さい病院
が好きだ！
という専攻医の先生をお待ちしています。
＜お問い合わせ＞
大分県医療生活協同組合 大分健生病院 医局秘書課まで
honbu1@oita-min.or.jp TEL 097-558-7241
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領域名

地協名

県名

プログラム名

プログラム定員
（学年、2018年 基幹となる施設
度）

総合診
療

九州・沖縄

宮崎

宮崎民医連総合診療専 2
門研修プログラム

宮崎生協病院

総合診
療

九州・沖縄

鹿児島

鹿児島生協病院総合診
療専門研修プログラム 3

総合病院鹿児島
生協病院

総合診
療

九州・沖縄

沖縄

沖縄協同病院総合診療
2
専門研修プログラム

沖縄医療生活協
同組合沖縄協同
病院

2018/02/28

連携施設・特別連携施設とな プログラムの主な特徴や魅力、研修医にアピールしたい内容、詳細情報へのアクセス方法、
る主な民医連の事業所
問い合わせ先など

QRコード

宮崎生協病院は宮崎市東部に位置し、120床規模という中小病院の強みを活かして、都市
部での地域医療を実践している病院です。専門科の垣根なく幅広い疾患を多数経験するこ
とを通して、総合診療専門医としての能力を習得できます。当院単独では困難なため地域の
医療、福祉機関と協力して地域の中で医師を育てることを目指しています。各院所では一般
診療だけでなく、健診や健康相談会などの保健予防活動を行っています。また地域の方々
の要望を聞き、医療活動に反映させる、署名運動に取り組むなどの活動も行っています。地
域に密着した医療を実践しつつ、家庭医としての能力・力量を高めることができるプログラム
おおつか生協クリニック、和 となっています。子どもからお年寄りまで、地域住民が、安心して、健康で暮らせる「まち」づ
知川原生協クリニック
くりを医療の分野で担っていきませんか？
〇総合診療プログラム全体での特任指導医６名（申請中）
〇家庭医プログラム専攻医１名（３年目１名）在籍※2017.7月現在
〒880-0824宮崎市大島町天神前1171番地
電話：0985-24-6877（代表）
FAX：0985-29-4839
E-mail:mcoopkenshuu@bun.bbiq.jp
本プログラムでは、地域に密着した医療を実践しつつ、総合診療医としての能力・力量を高
めることを目標としています。病院や診療所、施設や地域、都市部や離島など、豊富な
フィールドを有し、Common diseaseはもちろん、救急医療、小児疾患、外傷などの初期対
応を経験していきます。また在宅医療や介護福祉の連携、社会保障制度などを実践的に学
びます。
特にその中でも特徴的なのは、「離島診療所を担える力量を身に付ける」ことを目指し、人
権を尊重し、安全で信頼される医療と平和で健康な社会作りを、地域の人々と共にすすめる
国分生協病院、川辺生協病 ことのできる能力を身に付けることができます。鹿児島から南へ約
500km、沖縄より少し北
院、奄美中央病院、徳之島診 の海に浮かぶ人口2万7000人の徳之島にある徳之島診療所では、眼科を除く専門分野の
療所、谷山生協クリニック、千 開業がない離島にあって、内科・小児科のみならず、皮膚科、整形外科、耳鼻科などの広範
鳥橋病院
囲の分野での地域のニーズにも対応し、19床の有床診療所でありながら一定の重症疾患
管理まで行っています。
【詳細・お問い合わせ】
鹿児島生協病院研修センターのホームページの「後期研修」に詳細を掲載します。
(準備中)
http://kagoshima-min.jp/
鹿児島県民主医療機関連合会
E-mail info@kagoshima-min.jp
沖縄協同病院総合診療専門医研修プログラムは4年間です。本研修PGでは沖縄協同病院
総合診療科を基幹施設とし、地域の連携施設とともに施設群を構成しています。専攻医はこ
れらの施設群をローテートすることにより、多彩で偏りのない充実した研修を行うことが可能
となります。
別紙に本研修PGの施設群による研修コース例を示します。専門医研修1年目は基幹施設
である沖縄協同病院での内科研修を行います。専門医研修２年目では沖縄協同病院での
中部協同病院、那覇民主診 総合診療専門研修Ⅱ・小児科・救急科の領域別必修研修を行います。専門医研修３年目の
療所、奄美中央病院、徳之島 前半は連携施設※1（中部協同病院又は那覇民主診療所）にて総合診療専門研修Ⅰの必
診療所
修研修を行いますが、後半は沖縄協同病院又は連携施設※
1にて領域別選択研修または
総合診療専門研修Ⅰの研修を行います。専門医研修4年目は連携施設※2の離島・僻地医
療に従事し、３年間の研修期間中に身につけた知識・技術をもって、医療資源の乏しい地域
においても十分な診療を提供できる研修を行います。4年間の研修期間中に各専門領域診
療科と連携して幅広い疾患管理能力を習得するための研修を行い、総合診療専門医に必
要な知識や技能を補います。
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