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I.　理念・使命 
1.　理念 
　川崎市立川崎病院を基幹施設として、川崎市南部二次医療圏にある連携施設を含めた施設群での内
科研修を経て、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を備え、病院での総合内科
の専門医「病棟医」として、内科系救急医療の専門医「内科救急医」として、かつ、地域医療における
内科領域の診療医「かかりつけ医」としての能力をもつ内科専門医の育成を目指す。また、知識や技能
だけではなく、本院の理念「病気でなく病人を診る心を大切に、安全安心で質の高い医療を実践し、
地域社会の発展に貢献する」が、研修の場で常に求められる。 

2.　使命 
・内科専門医として、高い倫理観を持ち、安全な医療を心がけ、プロフェッショナリズムを持ち、最新
の標準的医療を実践し、臓器別専門性に著しく偏ることなく全人的な、かつ、患者中心の内科診療の
研修を行う。 
・チーム医療を円滑に運営できる研修を行う。 
・常に自己研鎖を続け、最新の知識と技術を学習・修得して自らの診療能力をより高める研修を行う。 
・疾病の予防、早期発見、治療に至る保健・医療活動を通じて内科医療全体の水準をも高めて、地域
住民だけではなく日本国民を生涯にわたって最善の医療を提供してサポ一トできる研修を行う。 
・将来の医療の発展のためにリサーチマインドを持ち、臨床研究、基礎研究を実際に行う契機となる
研修を行う。 

II.　本研修が果たす成果 
　専門研修後の医師像と修了後に想定される勤務形態および勤務先は以下の通りである。 
1) 内科医としてのプロフェッショナリズムの涵養とgeneralなマインドを持ち、それぞれのキャリア形
成やライフステージに応じて、病棟医、内科救急医、かかりつけ医のいずれか、もしくは、同時に2つ
以上の役割を兼ねることができる。 
2) 超高齢社会を迎えた日本のいずれの医療機関で不安なく内科診療の能力を発揮することができる。 
3) 地域住民、国民からの信頼を獲得できる。 
4) subspecialistを目指す医師においては、総合内科的な診療ができる。 
5) 希望に応じた医療機関で常勤内科医師として、subspecialty領域専門医として、高度・先進的医療に
たずさわる医師として、または大学院などで研究者として働く。 

III.　研修の基本方針 
　川崎市立川崎病院を基幹施設とし、同院内に設置した「川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム
管理委員会」で策定された内科専門医研修プログラムに定められた「理念と使命」に則り、川崎市南
部二次医療圏・近隣医療圏にある連携施設、特別連携施設、および東京都にある連携施設と専門研修
施設群を形成し、内科専門研修を行い、内科専門医（General Physician）を育成するために、以下の
基本方針を定める。 
・プログラムには、2コースを設ける。コースA：当研修終了後に、病棟医、内科救急医、かかりつけ
医のいずれかを目指す専攻医を対象とする。コースB：総合内科的視点を持ったsubspecialist領域専門
医、高度・先進的医療にたずさわる医師、もしくは、大学院などでの研究者を目指す専攻医を対象と
する。 
・入院患者を主担当医として受け持つ。 
・各専門分野をローテーションすることなく、初診・入院～退院・通院まで経時的に診断・治療に携
わり、個々の患者に最適な全人的医療を提供する計画を立て実行する能力を習得する。 
・集中治療を要する内科系疾患の診療を習得する。 
・主に外来で経験する内科疾患の診療を習得する。 
・救急車搬送患者を含む内科疾患の救急患者の診療を習得する。 
・在宅医療、終末期医療、社会的背景を踏まえた医療・介護サポートなどの地域包括ケアなど、内科
専門医に必要なより地域に根ざした診療を習得する。 
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・まれな疾患および最先端医療の研修を連携施設で習得する（コースB）。 
・希望に応じて、各種検査研修を行う。 
・研究会、講演会・講習会、カンファレンスおよび学会に参加して、最新の知識を習得する。 
・院外研究会や学会での発表、論文の執筆を通して、リサーチマインドの素養の習得と発表能力を高め
る。 

IV.　プログラムの運営に関わる組織（委員会など） 
・「川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会」を、教育研究委員会の下部組織として設置
し、本プログラムを履修する内科専攻医の研修について責任を持って管理する。 
・「内科専攻医研修管理委員会」を、川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会の下部組
織として、基幹病院および連携施設に設置し、専攻医の研修を管理する。川崎市立川崎病院内科専門
研修プログラム管理委員長は両部会の連携を図り、統括する。 

V.　経験目標と到達目標 
1. 専門知識 
・専門知識の範囲（分野）は、総合内科、消化器、循環器、内分泌、代謝、腎臓、呼吸器、血液、神
経、アレルギー、膠原病および類縁疾患、感染症、ならびに救急で構成され、添付書類「研修カリキュ
ラム項目表」に記載されているこれらの分野における解剖と機能、病態生理、身体診察、専門的検
査、治療法などを到達目標とする（添付書類「J-OSLER（疾患群項目表）」を参照）。 
・指導医の下、主担当医として、内科領域70疾患群（経験すべき病態等を含む）に提示されている疾
患を順次経験する。代表的なものについては病歴要約や症例報告として記載する。自らが経験するこ
とのできなかった遭遇することがまれな疾患であっても、類縁疾患の経験とカンファレンスや自己学
習によって知識を補足する。 

2.　専門技能 
・内科領域の「技能」とされる、幅広い疾患を網羅した知識と経験とに裏付けをされた医療面接、身
体診察、検査結果の解釈、ならびに科学的根拠に基づいた幅の広い診断・治療方針決定を身につける。
さらに全人的に患者・家族との関わりや他のsubspecialty専門医へのコンサルテーション能力も身につ
ける（添付書類「技術・技能評価手帳（J-OSLER）」を参照） 

3.　学問的姿勢 
　患者から学ぶという姿勢を基本とし、科学的な根拠に基づいた診療（EBM; evidence based 
medicine）、最新の知識と技能のアップデート（生涯学習）、診断や治療のevidenceの構築と病態の

組織図
基幹施設　教育研究委員会

内科専門研修プログラム管理委員会 
・プログラムの統括責任者（委員長）：総合内科部長 
・委員: 各subspeciallity部門長・連携施設の研修委員長 
・専攻医（オブザーバー）

基幹病院 
内科専攻医研修管理委員会 
・部会長：総合内科部長 
・委員: 各subspeciallity部門長 
・専攻医（オブザーバー）

連携施設 
内科専攻医研修管理委員会 
・部会長：研修委員長 
・委員: 各subspeciallity部門長 
・専攻医（オブザーバー）
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理解につながる研究、症例報告を通じて深い洞察力の獲得、といった基本的な学問的姿勢を涵養する。

4.　医師としての倫理性、社会性など 
　以下に示す内科専門医に求められる高い倫理観と社会性を身につける。1) 患者とのコミュニケーショ
ン能力、2) 患者中心の医療の実践、3) 患者から学ぶ姿勢、4) 自己省察の姿勢、5) 医の倫理への配慮、
6) 医療安全への配慮、7) 公益に資する医師としての責務に対する自律性（プロフェッショナリズム）、
8) 地域医療保健活動への参画、9) 他職種を含めた医療関係者とのコミュニケーション能力、10) 後輩
医師やコメディカルへの指導。 

VI.　コースと研修施設群、および各施設における研修期間 
・プログラムとして2コースを設ける（添付書類「プログラム全体のスケジュール」を参照）。 
1.　コースA 
対象：当研修終了後に、地域医療における内科領域の診療医、内科系救急医療の専門医、病院での総
合内科の専門医のいずれかを目指す専攻医。 
研修施設と研修期間 
・基幹施設（21～24か月）： 川崎市立川崎病院 
・連携施設（9～12か月）： 川崎市立井田病院 
 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 
 川崎医療生活協同組合川崎協同病院（特別連携施設の協同ふじさ

きクリニックでの研修を含む） 
 公益財団法人横浜労働者福祉協会汐田総合病院（特別連携施設
のうしおだ在宅クリニックでの研修を含む） 

・特別連携施設（0～3か月）： 悠翔会川崎クリニック 

2.　コースB 
対象：当研修終了後に、総合内科的視点を持ったsubspecialist領域専門医、高度・先進的医療にたず
さわる医師、もしくは、大学院などでの研究者を目指す専攻医。 
研修施設と研修期間 
・基幹施設（15～18か月）： 川崎市立川崎病院 
・連携施設（6～18か月）： 川崎市立井田病院 

医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 
 北里大学病院 
・連携施設（6か月）： 慶應義塾大学病院 
・特別連携施設（0～3か月）： 悠翔会川崎クリニック 

VII.　習得計画と習得方法 
1.　研修期間 
・研修期間は3年間で、研修の各年度は4月に開始し翌年の3月に終了する。 
・基幹施設、連携施設、特別連携施設での研修期間は、「VI.　コースと研修施設群、および各施設に
おける研修期間」に定める。 

2.　専門知識および専門技能の年度ごとおよび終了時の到達目標 
・3年間の専門研修期間の修了時に必要な主担当医として経験する疾患群数は70、経験症例数は200、
登録病歴要約数は29（添付書類「研修カリキュラム項目表」を参照）。 
・研修開始時に、各専攻医が臨床研修期間中に経験した疾患は、担当指導医と共にその妥当性を確認
し経験症例に含むことができる（経験症例数は80まで、登録病歴要約数は14まで）。 
・各年次終了時の主担当医として経験する疾患群と症例数、病歴提出数の到達目標は、添付書類「内
科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について」を参照。 
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・技能，すなわち、経験症例の診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針決定の
到達目標は、専門研修１年終了時には「指導医とともにできる」、2年次には「指導医の監督下ででき
る」、３年終了時には「自立してできる」、とする。 

3.　基幹施設（川崎市立川崎病院）での研修 
・川崎市立川崎病院（基幹施設）は川崎市南部医療圏の中心的な急性期病院であり、ここではコモン
ディジーズの経験はもとより、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診療を経験する。 
・同じ医療圏の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）との病診連携を経験する。

担当指導医（添付書類「指導医・各分野の責任者の一覧」を参照） 
・専攻医l人に担当指導医l人が、川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム委員会により決定される。 
臨床現場での研修 
・病棟では、入院患者を主担当医として受け持ち、内科各分野をローテーションすることはせず、初診・
入院～退院・通院を可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の愚者の全身状態、
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、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習得する。 
・循環器、呼吸器、神経、消化器、血液、感染症、リウマチ膠原病、腎臓、内分泌糖尿病の各専門医
が内科部長の統括のもとで「内科1科」として診療する。専攻医は、常時各分野の指導医の下、内科に
入院してくる患者を主担当医として主体的に診療に当たる。各分野の責任者は専攻医を指導する責務が
ある。 
・救急救命センター病棟で、集中治療を要する内科系疾患の診療を経験する。 
・ラウンドやカンファレンスで、症例の共有化や議論を通して疑問点・問題点を明確化し、担当指導医、
専門医からの指導を通して診療方針を確認する。（添付書類「週間スケジュール」を参照。） 
・病棟当直では、常に「当直指導医」とペアを組み、当直帯においても常に指導医に相談ができるむ
体制をとる。 
・初診患者および再診患者を担当する外来枠をもち、主に外来で経験する疾患の診療、および、入院
患者の退院後の継続診療を行う。 
・平日時間外および夜間・休日（当直）の救急外来で、内科のウォークイン患者の診療（いわゆる1次、
2次救急）を行う。 
・救急科に所属し、救急科の指導医の下、診療チームの一員として救急車で搬送された患者の診療に
当たる。 
・希望者は、上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、気管支鏡、超音波検査（腹部・心臓）、心臓カ
テーテル、脳波、筋電図、CT読影、その他を指導医の下で研修する。 

臨床現場を離れた研修 
・カンファレンス（定期開催） 
　内科グランドカンファレンス（週1回） 
　内科症例検討会（週1回） 
　総合内科カンファレンス（週1回） 
・院内講習会（定期開催） 
　コア・コンピテンシーの研修のための講習会として、医療安全研修会（年4回以上開催、年2回以上
の出席が必須）、感染対策研修会（年4回以上開催、年2回以上の出席が必須）、接遇研修会（年1回以
上）、医療倫理研修会（年1回以上）が含まれる 
・院内学術講演会（不定期開催） 

4.　連携施設での研修（添付書類「連携施設での研修の概要」を参照）） 
・連携施設および特別連携施設は基幹施設とは立場や地域における異なる役割を担う。 
・在宅医療、終末期医療、社会的背景を踏まえた医療・介護サポートなどの地域包括ケアなど、内科
専門医に必要なより地域に根ざした診療を経験する。 
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　慶應義塾大学病院で基幹施設では経験できない専門性の高いまれな疾患および最先端医療を研修す
る（コースB）。 

5.　専門研修施設群が合同で実施する講習会・カンファレンスとその他の学習機会 
　専攻医には、カンファレンスや講演会への出席を義務付け、そのための時間的余裕を与える。 
・研修施設群合同カンファレンス（年2回、予定） 
・CPC（年5回） 
・JMECC（年2回） 
・臨床研究講習会（年1回） 

6.　自己学習 
　主担当医としての経験がない疾患や手技のうち自己学習すべき項目については、学会のセミナーの
DVDやオンデマンドの配信、日本内科学会雑誌にあるMCQ、日本内科学会が実施しているセルフトレー
ニング問題、その他を活用する。 

7.　リサーチマインドの養成および学術活動に関する研修計画 
　内科専攻医に求められる姿勢とは単に症例を経験することにとどまらず、これらを自ら深めてゆく姿
勢であり、そのためには、患者から学ぶという姿勢を持ち、科学的な根拠に基づいた診断、治療を意
識し、生涯にわたって最新の知識、技能を常にアップデートするように務める。 
・院内外で開催される内科系の学術集会や企画へ参加して、最新知識を得るばかりでなく、学術的な
思考や研究の方法論を学ぶ。 
・症例報告を行うことを通して、文献検索の方法、病態や病因への科学的洞察力を身につける。 
・臨床研究や。内科学に通じる基礎研究を行う事を通して、科学的根拠に基づいた思考を全人的に活か
せるようにする。 
・学会発表あるいは論文発表を行い、発表能力を養う。 
・専攻医（同僚・後輩）、臨床研修医、医学部学生、メディカルスタッフへの指導を通して、教育活動
を行う。 

8.　継続した subspecialty 領域の研修の可否 
・プログラムを終了し、専門医資格を取得した後、選考を経て当院内科の常勤医になることが可能。 
・内科各領域のsubspecialty領域の専門医プログラムに参加することにより専門医資格の取得に繋がる。

・慶應義塾大学、北里大学、東邦大学、東京女子医科大学などの医局とのつながりがあり、これらの
大学医局に入局が可能。 

VIII.　評価 
1.　専攻医の評価の方法 
・日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）を用いる。 
・評価の結果は同システムを通じて集計され、担当指導医に伝えられる。 
・内科専攻医管理委員会では，担当指導医から評価内容の報告を受け、改善点を協議する。 
・担当指導医は専攻医に形成的にフィードパックする。 

2.　疾患（症例）の経験と到達度の評価 
・J-OSLERのを使用する。 
　専攻医は、自ら研修の進捗状況を常に把握すると共に、指導医（担当指導医、subspecialty上級医や
統括責任者）と常にコミュニケーションを取り、経験症例の内容や履修状況の評価を受け、充足してい
ないカテゴリー内の疾患を経験できるように相談する。指導医は評価の内容と専攻医からの相談を受
け、研修内容を調整する。 

�  5



3.　病歴総括の評価 
　専攻医は、病歴総括の査読、形成的評価に基づき、専門研修3年次修了までにすべての病歴要約が受
理されるように改訂する。指導医は、病歴要約の内容や履修状況を常に確認し、形成的な指導を行う。

4.　360度評価 
　看護師長、メディカルスタッフ（看護師、臨床検査・放射線技師・臨床工学技士）、事務員など、専
攻医の日常診療で接点の多い職員から、社会人としての適性、医師としての適正、コミュニケーション、
チーム医療の一員としての適性の評価を受ける。評価は、6か月毎に2回行われ、その内容はJ-OSLER
に登録・集計され、専攻医に形成的にフィードパックされる。 

5.　学術活動と各種講習会出席の評価 
・担当指導医は、6か月毎に、プログラムに定められている所定の学術活動と各種講習会への出席状況
を確認する。 

6.　研修環境、施設、労務管理の評価 
　専攻医および担当指導医は、6か月毎に、労働時間、当直回数、給与、労働条件などを評価し、川崎
市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会に報告し、これらの改善に役立てる。 

7.　担当指導医の評価 
　専攻医は、6か月毎に、担当指導医の指導方法や内容ついて、J-OSLERを用いて無記名式評価を行う。
複数の研修施設に在籍して研修を行う場合には、研修施設ごとに評価を行う。各施設の内科研修委員
部会、川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会、および日本専門医機構内科領域研修委
員会は、評価結果を担当指導医の自立的改善に役立てる。 

8.　内科専門研修プログラムの評価とその結果をプログラムの改善に繋げるプロセス 
　専攻医は、6か月毎に、研修プログラムついて、J-OSLERを用いて評価を行う。その内容について、
担当指導医、施設の内科専攻医研修管理委員会および川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理
委員会は協議し、改善策を検討する。 
　同時に、日本専門医機構内科領域研修委員会も、研修環境や研修プログラム等の評価を把握し、必
要に応じて、内科専門研修プログラム委員会に改善を促す。さらに、研修施設群内で解決が困難な事案
が発生した場合には、日本専門医機構内科領域研修委員会が相談先となる。 

9.　研修に対する監査（サイトピジット等）・調査への対応 
　川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会は、内科専門研修プログラムに対する日本専
門医機構内科領域研修委員会からのサイトピジットを受け入れ対応する。その評価を基に、必要に応
じて内科専門研修プログラムの改良を行う。 

IX.　研修の終了判定 
以下の(1)～(6)全てを満たした場合に、研修終了と認定する。 
(1)　J-OSLERを用いて、以下の3項目の修了要件を満たすこと。 
・主担当医として、添付書類「J-OSLER（疾患群項目表）」に定める全70疾患群を経験し、計200症
例以上（外来症例は20症例まで含むことができる）を目標とし、主担当医として通算で最低56疾患群
以上の経験と計160症例以上の症例（外来症例は登録症例の1割まで含むことができる）を経験し、登
録済みである（添付書類「内科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」
について」を参照） 
・29病歴要約の内科専門医ボードによる査読・形成的評価後に受理されている。 
(2)　学会発表あるいは論文発表を筆頭者で2件以上ある。 
(3)　JMECC受講歴が1回以上ある。 
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(4)　医療倫理・医療安全・感染防御に関する講習会を年に2回以上受講歴がある。 
(5)　J-OSLERを用いてメデイカルスタッフによる360度評価（内科専門研修評価）と担当指導医による
内科専攻医評価を参照し、社会人である医師としての適性があると認められる。 
(6)　当該専攻医が上記修了要件を充足していることを内科専攻医管理委員会は確認し、研修期間修了
約1か月前に川崎市立川崎病院内科専門医研修プログラム管理委員会で合議のうえ統括責任者が修了判
定を行う。 
　なお、添付書類「J-OSLER（疾患群項目表）」に記載の知識、技術・技能修得は必要不可欠なもの
であり、修得するまでの期間は3年間とするが、修得が不十分な場合、修得できるまで研修期間を1年
単位で延長することがある。 

X.　募集および選考方法とJ-OSLERへの登録 
　募集人数は、12人（指導医数、診療実績、および剖検数より決定） 
　応募資格は、医師臨床研修を終了、もしくは採用時に終了予定の医師で、書類選考および面接、筆
記試験を用いて選考する。採否は川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会において協議
の上、決定する。募集のための広報や病院見学の受付は、採用年度前年の6月1日から開始する。選考
試験は、毎年度前年の10月に行う。 
　内科専門研修プログラムの開始時に、専攻医をJ-OSLERへ遅滞なく登録する。 

XI.　研修の中断・休止・プログラムの移動 
　疾病あるいは妊娠・出産・産前後に伴う研修の休止期間がある場合には、プログラム終了要件を満
たしていて休止期聞が6か月以内であれば、研修期間を延長する必要はないが、6か月を超える場合は、
研修期間が合計30か月間になるまでの延長が必要となる。なお。留学期間は原則として研修期間とし
て認めない。 
　事情により、他の内科専門研修プログラムへの移動が必要となった場合には、研修実績をJ-OSLER
へ遅滞なく登録し、移動前および移動後の川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会が、
その継続的研修を相互に認証することにより、専攻医の継続的な研修を認める。他の内科専門研修プ
ログラムから、当プログラムへの移動の場合も同様である。 
　他の領域から川崎市立川崎病院内科専門研修プログラムに移行する場合、他の専門研修あるいは初
期研修において、内科専門研修での経験に匹敵する症例経験をしている場合には、担当指導医および内
科専門研修プログラム統括責任者が妥当であると認めた場合に、J-OSLERへの登録を認める。症例経
験として適切か否かの最終判定は日本専門医機構内科領域研修委員会の決定による。 

XII.　川崎市立川崎病院内科専門研修プログラムを管理する組織 
　川崎市立川崎病院の教育研究委員会の下に「川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム委員会（以
下、プログラム委員会）」を設置する。この下部組織として、基幹病院および連携施設に、専攻医の研
修を直接管理する「内科専攻医研修管理委員会」を設置する。 

1.　目的 
　本プログラムを履修する内科専攻医の研修について、基幹施設と連携施設が連携して、専攻医に関す
る情報を定期的に共有し、責任を持って管理すること。 

2.　プログラム委員会の構成メンバー 
・プログラムの統括責任者（委員長）：総合内科部長 
・委員：各subspeciallity部門長、連携施設の管理委員長、看護部を含むコメディカル各部門の代表者、
事務担当者 
・オブザーバー（委員会会議の一部に参加）：専攻医代表 
・構成員リストは、添付書類「川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会の構成員の氏名
等」を参照。 
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3.　内科専攻医研修管理委員会の構成メンバー（基幹施設および連携施設） 
・内科専攻医研修管理委員長：各施設の研修委員長（基幹施設では総合内科部長） 
・委員:各施設のsubspeciallity部門長、担当指導医、事務担当者 
・オブザーバー（部会会議の一部に参加）：専攻医代表 
・構成員の氏名等は、添付書類「内科専攻医研修管理委員会の構成員の氏名等」を参照。 

4.　開催時期 
・川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会：年２回、毎年度9月と3月に開催。 
・内科専攻医管理委員会：年4回、毎年度6月、9月、12月、2月に開催。 

5.　報告事項 
　プログラム統括責任者および連携施設の研修委員長は、施設のプログラムに関すること、前年度診
療実績、および施設環境について、毎年4月30日までに、川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管
理委員会に報告を行う。 

6.　討議および決定事項 
・プログラムの作成、管理に関する事項 
・専攻医の診療実績や研修内容の評価 
・研修の終了判定 
・研修環境、施設に関する事項 
・労務管理に関する事項（労務時間、心身の健康維持、ハラスメント、女性専攻医が安心して勤務でき
るような設備、保育施設等に関する事項を含む） 
・プログラムの改善に関する事項 
・研修に対する監査（サイトピジット等）・調査への対応に関する事項 
・JMECCの開催に関する事項 
・募集および選考方法に関する事項 
・研修の中断・休止・プログラムの移動に関する事項 
・CPCに関する事項 

XIII.　指導者研修の計画 
・指導法の標準化のため 日本内科学会作製の冊子  「指導の手引き」 を活用する． 厚生労働省や日本
内科学会の指導医講習会の受講を推奨する。 
・指導者研修 （FD） の実施記録として、日本内科学会専攻医登録 評価システムを用いる。 

XIX.　研修施設群各施設における研修環境と待遇 
　添付書類「研修施設群各施設における研修環境と待遇」を参照。 
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川崎市立川崎病院　内科専門研修プログラム 

（2018年度） 

添付書類

（添付書類1） カリキュラムに示す疾患群のうち主要な疾患の年間診療件数

（添付書類2） 川崎市立川崎病院を基幹施設とする内科専門医プログラム　全体のスケジュール

（添付書類3） 内科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について

（添付書類4） 指導医・各分野の責任者の一覧

（添付書類5） 週間スケジュール

（添付書類6） 基幹施設および連携施設での研修概要

・川崎市立川崎病院

・川崎市立井田病院

・医療法人社団こうかん会日本鋼管病院

・北里大学病院

・川崎医療生活協同組合川崎協同病院（特別連携施設の協同ふじさきクリニックでの研修を含む）

・公益財団法人横浜労働者福祉協会汐田総合病院（特別連携施設のうしおだ在宅クリニックでの研修を含む）

・慶應義塾大学病院

・特別連携施設における研修

（添付書類7） 川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会の構成員の氏名等

内科専攻医研修管理委員会の構成員の氏名等

（添付書類8） 研修施設群各施設における研修環境と待遇

（添付書類9） 内科の業績（2015年度）

（添付書類10） 川崎市立川崎病院の概要
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カリキュラムに示す疾患群のうち主要な疾患の年間診療件数
　分野 入院患者数 外来患者数
総合内科Ⅰ（一般）
総合内科Ⅱ（高齢者） 合計
総合内科Ⅲ（腫瘍） 165
消化器 1）食道・胃・十二指腸疾患　腫瘍性疾患 53

2）食道・胃・十二指腸疾患　非腫瘍性疾患 139
3）小腸・大腸疾患　腫瘍性疾患 92
4）小腸・大腸疾患　非腫瘍性疾患 49
5）小腸・大腸疾患　その他の疾患、全消化管に関わる疾患 103
6）肝疾患　炎症性疾患 70
7）肝疾患　代謝関連疾患 23
8）肝疾患　腫瘍性および局所性（占拠性）疾患、胆道疾患 240 合計
9）膵臓疾患、腹腔・腹壁疾患、急性腹症 146 915

循環器 1）虚血性心疾患　急性冠症候群 92
2）虚血性心疾患　安定型狭心症 256
3）血圧異常 14
4）不整脈　期外収縮、頻脈性不整脈 17
5）不整脈　徐脈性不整脈、湿疹 24
6）感染性心内膜炎、弁膜疾患 13
7）先天性疾患、肺循環異常、心臓腫瘍 18
8）心膜疾患、心筋疾患 12
9）大動脈疾患、末梢動脈疾患、静脈疾患 15 合計
10）心不全 215 675

内分泌 1）視床下部・下垂体疾患 6
2）甲状腺疾患 3
3）副甲状腺疾患とカルシウム代謝異常 3 合計
4）副腎疾患、多発性内分泌腺異常 3 15

代謝 1）1型糖尿病 4
2）2型糖尿病 78
3）他の疾患に伴う糖尿病（二次性糖尿病）、遺伝子異常による糖
尿病、糖尿病合併妊娠、妊娠糖尿病、低血糖、糖尿病の緊急症 17

4）糖尿病の慢性合併症 3 合計
5）肥満症、脂質異常症、高尿酸血症、ビタミン異常症、微量元素の
欠乏症、過剰症（亜鉛欠乏症、過剰症） 5 107

腎臓 1）CKD 27
2）急性腎障害 15
3）糸球体疾患 27
4）尿細管・間質疾患 0
5）血管系疾患 0
6）水・電解質代謝異常 49 合計
7）腎尿路感染症、泌尿器科的腎・尿路疾患 54 172

呼吸器 1）気道・肺疾患　感染性呼吸器疾患 406
2）気道・肺疾患　気管・気管支・肺の形態・機能異常、外傷 63
3）気道・肺疾患　免疫学的貴女が関与する肺疾患、特発性間質性
肺炎、薬物・化学物質・放射線による肺障害、じん肺症 135

4）気道・肺疾患　肺循環異常 25

（添付書類1）
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5）気道・肺疾患　呼吸器新生物（気管・気管支・肺） 565
6）胸膜・縦隔・横隔膜・胸郭の形態・機能異常・外傷 66
7）呼吸不全 21 合計
8）呼吸調節障害 2 1282

血液 1）赤血球系疾患 18
2）白血球系疾患 91 合計
3）出血・血栓性疾患 7 116

神経 1）TIA、脳梗塞、脳出血・その他の血管障害 216
2）感染性・炎症性疾患 22
3）中枢性脱髄疾患・免疫性末梢神経疾患、免疫性筋疾患 29
4）末梢神経疾患、筋疾患 7
5）変性疾患 18
6）認知症疾患 8
7）機能性疾患 83
8）自律神経疾患、脊椎・脊髄疾患、腫瘍性疾患 15 合計
9）代謝性疾患、medical neurology・その他 14 412

アレルギー 1）喘息・肺疾患 37 合計
2）全身性疾患・その他 7 44

膠原病 1）関節症状を主とする膠原病・類縁疾患 32 合計
2）全身症状・多臓器症状を主とする膠原病・類縁疾患 68 100

感染症 1）ウイルス感染症 102
2）リケッチア感染症、クラミジア・クラミドフィラ、マイコプラズ
マ感染症、原虫・スピロヘータ感染症など 8

3）細菌感染症 333 合計
4）真菌感染症 15 457

救急 1）心停止、ショック 5
2）神経救急疾患、急性呼吸不全、急性心不全、急性冠症候群、そ
の他の心大血管疾患 628

3）消化器系救急疾患、産科・婦人科系救急疾患 170
4）腎・泌尿器系救急疾患 6
5）内分泌系救急疾患 0
6）電解質・酸塩基平衡異常 0 合計
7）中毒・環境障害 0 809

　分野 入院患者数 外来患者数

（添付書類1）
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川崎市立川崎病院を基幹施設とする内科専門医プログラム　全体のスケジュール
基幹施設 連携施設1 連携施設2（専門研修） 特別連携施設 募集定員

コースA1 川崎市立川崎病院（24か月） 川崎市立井田病院（12か月） ー ー 2

コースA2 川崎市立川崎病院（21か月） 日本鋼管病院（12か月） ー 悠翔会川崎クリニック（3か月） 2

コースA3 川崎市立川崎病院（24か月） 川崎協同病院 ー 協同ふじさきクリニック 1

コースA4 川崎市立川崎病院（24か月） 汐田総合病院 ー うしおだ在宅クリニック 1

コースB1 川崎市立川崎病院（12か月） 北里大学病院（9ヶ月） 川崎市立井田病院（12か月） 悠翔会川崎クリニック（3か月） 1

コースB2 川崎市立川崎病院（15か月） 日本鋼管病院（12か月） 慶應義塾大学病院（6か月） 悠翔会川崎クリニック（3か月） 1

合計： 8
川崎市立川崎病院：救急医療、専門性の高い医療、川崎市立井田病院、日本鋼管病院：地域に根ざした医療、専門性の高い医療
川崎協同病院および協同ふじさきクリニック（両者で12か月）、汐田総合病院およびうしおだ在宅クリニック（両者で12か月）：地域に根ざした医療、在宅診療
悠翔会川崎クリニック：在宅診療、慶應義塾大学病院：専門性の高い医療、Subspeciality研修

川崎病院を基幹施設とした内科専門医プログラム（ローテーション例）
コース 1年目 2年目 3年目 募集数
A1 川崎病院（12か月） 井田病院（12か月） 川崎病院（12か月） 2

A2 川崎病院（12か月） 日本鋼管病院（12か月） 悠翔会 
(3か月) 川崎病院（9か月） 2

A3 川崎病院（12か月） 協同病院・ふじさき在宅（12か月） 川崎病院（12か月） 1

A4 川崎病院（12か月） 汐田総合病院・うしおだ在宅（12か月） 川崎病院（12か月） 1

B1 川崎病院（15か月） 井田病院（12か月） 悠翔会 
(3か月) 北里大学病院（9か月） 1

B2 川崎病院（15か月） 日本鋼管病院（12か月） 悠翔会 
(3か月) 慶應病院（6か月） 1

（添付書類2）



内科専門医研修プログラム・コースA（ローテーション例）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

１年目（D3）

基幹施設：川崎市立川崎病院

病棟 内科全科
外来 総合内科外来研修

検査 希望する検査研修① 希望する検査研修②

救急 時間外ウォークイン患者（夜間休日当直） ER研修（救急車搬送患者）

２年目（D4）

連携施設：川崎市立井田病院
連携施設：日本鋼管病院 特別連携施設：悠翔会クリニック
連携施設：川崎協同病院および協同ふじさきクリニック／汐田総合病院および汐田在宅クリニック

内科全般（入院、外来、在宅、救急、検査）

3年目（D5）

基幹施設：川崎市立川崎病院

病棟 内科全科 選択（経験不足症例、Subspecialty研修）
外来 総合内科外来研修、Subspecialty研修、

検査 希望する検査研修③ 希望する検査研修④

救急 時間外ウォークイン患者（夜間休日当直）

目標 D3終了時到達目標：①主担当として20疾患群・60症例（10%は外来症例可）、②病歴総括10症例提出、③JMECC受講
D4終了時到達目標：①主担当として45疾患群・120症例（10%は外来症例可）、②病歴総括29症例提出

D5終了時到達目標：①主担当として56疾患群・160症例（10%は外来症例可）、②病歴総括の査読・受領、③内科専門医取得のための筆記試験

評価 ・疾患（症例）の経験と到達度、および、病歴総括の評価の評価：専攻医による自己評価（1回／月）、担当指導医による評価（1回／3月）
（毎年）・360℃評価：メディカルスタッフによる評価（2回／年、8月と2月）

・総合評価：川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム委員会による評価（2回／年、8月と2月）

備考 出席が必須の研修会・医療安全研修会（年2回以上の出席）・感染対策研修会（年2回以上の出席）・医療倫理研修会（年1回）

（添付書類2）



内科専門医研修プログラム・コースB（ローテーション例）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

１年目（D3）

基幹施設（川崎市立川崎病院）
病棟 内科全科
外来 総合内科外来研修

検査 希望する検査研修① 希望する検査研修②

救急 時間外ウォークイン患者（夜間休日当直） ER研修（救急車搬送患者）

２年目（D4）
協力病院（日本鋼管病院／川崎市立井田病院）

内科全般（入院、外来、在宅、救急、検査）

3年目（D5）

基幹施設（川崎市立川崎病院） 特別連携施設：悠翔会クリニック 専門研修連携施設（慶應義塾大学病院／北里大学病院）

病棟 内科全科

在宅診療
外来 総合内科外来研修 選択（経験不足症例）、専門性の高い診療・検査、Subspecialty研修

検査 希望する検査研修③
救急 時間外ウォークイン

目標 D3終了時到達目標：①主担当として20疾患群・60症例（10%は外来症例可）、②病歴総括10症例提出、③JMECC受講

D4終了時到達目標：①主担当として45疾患群・120症例（10%は外来症例可）、②病歴総括29症例提出

D5終了時到達目標：①主担当として56疾患群・160症例（10%は外来症例可）、②病歴総括の査読・受領、③内科専門医取得のための筆記試験

評価 ・疾患（症例）の経験と到達度、および、病歴総括の評価の評価：専攻医による自己評価（1回／月）、担当指導医による評価（1回／3月）

（毎年）・360℃評価：メディカルスタッフによる評価（2回／年、8月と2月）

・総合評価：川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム委員会による評価（2回／年、8月と2月）

備考 出席が必須の研修会・医療安全研修会（年2回以上の出席）・感染対策研修会（年2回以上の出席）・医療倫理研修会（年1回）

（添付書類2）



内科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について

内容

専攻医3年修了
時（カリキュラ
ムに示す疾患
群）

専攻医3年修了
時の修了要件

専攻医2年修了
時の経験目標

専攻医1年修了
時の経験目標

病歴要約提出
数※4 

分 

野

総合内科I（一般） 1 1※2 1

 

2総合内科II（高齢者） 1 1※2 1
総合内科III（腫瘍） 1 1※2 1
消化器 9 5以上※1※2 5以上※1 3※1
循環器 10 5以上※2 5以上 3
内分泌 4 2以上※2 2以上

3※4
代謝 5 3以上※2 3以上
腎臓 7 4以上※2 4以上 2
呼吸器 8 4以上※2 4以上 3
血液 3 2以上※2 2以上 2
神経 9 5以上※2 5以上 2
アレルギー 2 1以上※2 1以上 1
膠原病 2 1以上※2 1以上 1
感染症 4 2以上※2 2以上 2
救急 4 4※2 4 2

外科紹介症例     2
剖検症例     1

合計 70疾患群 
56疾患群（任
意選択含む）

45疾患群（任
意選択含む） 20疾患群 

29症例（外来
は最大7）※3

症例数 
200以上 
（外来は最大
20）

160以上※5 
（外来は最大
16）

120以上 60以上 

※1 消化器分野では「疾患群」の経験と「病歴要約」の提出のそれぞれにおいて,「消化管」,「肝臓」,「胆・
膵」が含まれること。 
※2 修了要件に示した分野の合計は41疾患群だが、他に異なる15疾患群の経験を加えて,合計56疾患群以上の経
験とする。 
※3 外来症例による病歴要約の提出を7例まで認める（全て異なる疾患群での提出が必要） 
※4「内分泌」と「代謝」からはそれぞれ1症例ずつ以上の病歴要約を提出する。例)「内分泌」2例+「代謝」1
例。「内分泌」1例+「代謝」2例。 
※5 初期研修時の症例は例外的に各専攻医プログラムの委員会が認める内容に限りその登録が認められる。

（添付書類3）

�1



川崎市立川崎病院　内科指導医リスト

2018/04/01

No.

氏名 所属 役職

認定医・専門医資格 
1．認定内科医　2．総合内科専門医　3．
消化器病学会　4．肝臓学会　5．循環器
学会　6．内分泌学会　7．腎臓学会　8．
糖尿病学会　9．呼吸器学会　10．血液学
会　11．神経学会　12．アレルギー学会　
13．リウマチ学会　14．感染症学会　
15．老年医学会　16．救急医学会

神経 野崎 博之 川崎市立川崎病院 部長 1 2 11
北薗 久雄 川崎市立川崎病院 服医長 1 11

リウマチ 岡野 裕 川崎市立川崎病院 部長 1 2 13
大曽根 康夫 川崎市立川崎病院 部長 1 13
田口 博章 川崎市立川崎病院 医長 1 13
武井 裕史 川崎市立川崎病院 副医長 1 2 13

呼吸器 佐山 宏一 川崎市立川崎病院 部長 1 9 12
大森 奈緒 川崎市立川崎病院 副医長 1 9
田中 希宇人 川崎市立川崎病院 副医長 1 9

扇野 圭子 川崎市立川崎病院 副医長 1 9

循環器 末吉 浩一郎 川崎市立川崎病院 部長 1 5
西澤 健也 川崎市立川崎病院 室長 1 2 5
伯野 大彦 川崎市立川崎病院 担当部長 1 5
滝口 俊一 川崎市立川崎病院 医長 1 5

李 慧崇 川崎市立川崎病院 部長 1 5

感染 坂本 光男 川崎市立川崎病院 部長 1 2 10 14

細田 智弘 川崎市立川崎病院 副医長 1 2 14

消化器 玉井 博修 川崎市立川崎病院 部長 1 2 3 4
高木 英恵 川崎市立川崎病院 部長 1 3 4
有泉 健 川崎市立川崎病院 医長 1 3
井上 健太郎 川崎市立川崎病院 副医長 1 2 3

腎臓 葉末 亮 川崎市立川崎病院 副医長 1 7

糖尿病 津村 和大 川崎市立川崎病院 部長 1 2 6 8

救急 深江 智明 川崎市立川崎病院 副医長 1 2 16

（添付書類4）
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川崎市立川崎病院　内科　ラウンド・カンファレンス週間スケジュール
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

総合内科・9SR 総合内科・9SR 総合内科・9SR 症例検討会 総合内科・9SR
（医局カンファレンス室） （14階カンファレンス室） （14階カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （14階カンファレンス室）

午前
人工呼吸器R 呼吸器画像R 総合内科・9SR
（9S病棟集合） （2階読影室） （医局カンファレンス室）

血液R 呼吸器R
（医局カンファレンス室） （医局カンファレンス室）

呼吸器R リウマチR 循環器R 心カテR 総合内科C
（13階カンファレンス室） （14階カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （医局カンファレンス室）

午後
腎臓･透析R 消化器R 内視鏡R 消化器画像(第1･3週)R 神経R
（14階カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （内視鏡室） （2階読影室） （14階北病棟）

神経画像R 内科グランドC 消化器(第2･4週)R 感染症R
（医局カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （医局カンファレンス室） （14階面談室）

緩和回診R 糖尿病R

（医局カンファレンス室）
（1階エレベータホール集合） （14階カンファレンス室）

R=ラウンド（回診）、C=カンファレンス
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川崎市立川崎病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院である。 
•研修に必要な図書室とインターネット環境が整備されている 
•川崎市非常勤職員常勤医師として労務環境が保障されている。 
•メンタルストレスに適切に対処する部署（川崎市総務部職員担当）がある。 
•ハラスメントに対しては職員衛生委員会が病院に整備されている。． 
•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー
室，当直室が整備されている。 
•敷地内あるいは病院近傍に院内保育所があり，利用可能である。

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

•指導医が21名在籍している（下記）． 
•内科専攻医研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理し，
基幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図る（予定）。 
•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績：医療倫
理1回，医療安全13回，感染対策3回）し，専攻医に受講を義務付け，そのため
の時間的余裕を与えている。 
•研修施設群合同カンファレンス（2018年度予定）を定期的に参画し，専攻医に
受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えている。 
•CPC を定期的に開催（2015年度実績5回）し，専攻医に受講を義務付け，その
ための時間的余裕を与えている。 
•地域参加型のカンファレンス（2015年度実績　病診，病病連携カンファレンス
4回）を定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与
えている。

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）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，消化器、循環器、内分泌、代謝、
腎臓、呼吸器、血液、神経、リウマチ膠原病、アレルギー、感染症、救急の分野
で定常的に専門研修が可能な症例数を診療している。

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計14演題以上の学会発表（2015
年度実績10演題）を予定している

指導責任者

岡野　裕 
【内科専攻医へのメッセージ】 
　川崎市南部医療圏の中心的な急性期病院である川崎市立川崎病院は、地域の病
診・病病連携の中核であり、コモンディジーズの経験はもとより、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。 
　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
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。 
　救急救命センターがあり、3次救急の診療および集中治療を要する内科系疾患
の診療を経験できます。 
　研究会、講演会・講習会、カンファレンスおよび学会など、知識を習得スル機
会が豊富にあります。臨床研究を支援する部署があり、院外研究会や学会での発
表、論文の執筆を通して、リサーチマインドの素養の習得と発表能力を高めるこ
とができます。

指導医数（常勤医）

1．認定内科医（21人）、2．総合内科専門医（12人）、3．消化器病学会（4
人）、4．肝臓学会（1人）、5．循環器学会（3人）、6．内分泌学会（1人）、
7．腎臓学会（0人）、8．糖尿病学会（2人）、9．呼吸器学会（3人）、10．血
液学会（1人）、11．神経学会（1人）、12．アレルギー学会（1人）、13．リ
ウマチ学会（4人）、14．感染症学会（2人）、15．老年医学会（0人）、16．
救急医学会（3人）

外来・入院患者数
外来延べ患者約1,,460名（1日平均）、在入院患者525名（1日平均）、新入院
患者数1,164（1ヶ月平均）

https://secure1.store.apple.com/jp/shop/order/list?hist=545（添付書類6）



経験できる疾患群
J-OSLER（疾患群項目表）にある13領域，70疾患群の症例を幅広く経験するこ
とができる。

経験できる技術・技能
J-OSLER にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づきながら
幅広く経験することができる。

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病
連携なども経験できます．

学会認定施設（内科系）

日本リウマチ学会認定施設 
日本循環器学会専門医研修施設 
日本アレルギー学会認定施設 
日本神経学会准教育施設 
日本消化器病学会専門医制度認定施設 
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医認定教育施設 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 
日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本救急医学会認定指定施設 
日本集中治療医学会専門医研修施設 
日本呼吸器学会認定関連施設 
日本脳卒中学会認定研修教育病院 
日本感染症学会認定研修施設 
日本腎臓学会認定医研修施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設

（添付書類6）



川崎市立井田病院
項目名 貴院記入欄
認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

　

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

•指導医が１５名在籍しています（下記）． 
•内科専攻医研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理し，
基幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図ります． 
•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2016年度実績　医療倫
理　1回，医療安全2回，感染対策4回）し，専攻医に受講を義務付け，そのため
の時間的余裕を与えます． 
•研修施設群合同カンファレンス（2018年度予定）を定期的に参画し，専攻医に
受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
•CPC を定期的に開催（2016年度実績５回）し，専攻医に受講を義務付け，そ
のための時間的余裕を与えます． 
•地域参加型のカンファレンス（2016年度実績　病診，病病連携カンファランス
2回）を定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与
えます． 
・JMECCを毎年開催しており，2016年度は1回行いました．

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）診療経験の環境

カリキュラムに示す内科領域13分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療し
ています．

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計３演題以上の学会発表（2015
年度実績６演題）を予定しています．

指導責任者

鈴木貴博（リウマチ膠原病・痛風センター所長） 
【内科専攻医へのメッセージ】 
　川崎市立井田病院は，東急東横線の中間にある日吉駅から徒歩圏内というアク
セスに恵まれた環境にあります。がん拠点病院として健診から緩和医療までシー
ムレスな医療を提供する一方，急性期病院として二次救急を行っています。内科
の年間入院症例数は4018例で，血液内科・リウマチ内科の専門医も在籍し十分
な研修が受けられます。各専門医の指導の下でローテートしつつ，入院順番で総
合内科症例も受け持ちます。受け持った患者さんを自分の外来で継続的に診療で
きます。 
　総合内科の一環として緩和医療を学ぶ場合，緩和ケア病棟だけではなく，在宅
医療も学べます。24時間体制で，入院・在宅の患者さんに対応する体制を整えて
います。

指導医数（常勤医）

日本内科学会指導医15名，日本内科学会総合内科専門医12名 
日本消化器病学会消化器専門医2名，日本循環器学会循環器専門医2名， 
日本内分泌学会専門医1名，日本糖尿病学会専門医3名， 
日本肝臓学会専門医1名，日本腎臓病学会専門医3名， 
日本呼吸器学会専門医2名，日本血液学会血液専門医1名， 
日本リウマチ学会専門医3名，日本感染症学会専門医1名， 
日本アレルギー学会専門医１名, 日本救急医学会救急科専門医1名， 
日本緩和医療学会暫定指導医2名，ほか

外来・入院患者数 外来患者13,666名（1ヶ月平均）　入院患者540名（1ヶ月平均）

経験できる疾患群
きわめて稀な疾患を除いて，J-OSLER（疾患群項目表）にある13領域，70疾患
群の症例を幅広く経験することができます．

経験できる技術・技能
J-OSLER にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づきながら
幅広く経験することができます．

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病
連携なども経験できます．
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学会認定施設（内科系）

日本内科学会認定専門医研修施設 
日本消化器病学会認定施設 
日本呼吸器学会認定施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本腎臓学会研修施設 
日本リウマチ学会認定教育施設 
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 
日本肝臓学会認定施設 
日本感染症学会認定研修施設 
日本アレルギー学会認定教育施設 
日本血液学会認定研修施設 
日本透析医学会認定医制度認定施設 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 
日本高血圧学会高血圧専門医認定施設 
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本がん治療認定医機構認定研修施設 
日本緩和医療学会専門医認定制度認定研修施設 
日本在宅医学会認定研修施設 
日本呼吸療法医学会呼吸療法専門医研修施設 
など

（添付書類6）



日本鋼管病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院である。 
•研修に必要な図書室とインターネット環境が整備されている 
•常勤医師として雇用する。 
•メンタルストレスに適切に対処する部署がある。 
•ハラスメントに対して対応部署が設置されている。． 
•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー
室，当直室が整備されている。 
•敷地内に院内保育所があり，利用可能である。当直保育も確保している。

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

指導医は10名在籍している（下記）。•内科専攻医研修委員会を設置して，施設
内で研修する専攻医の研修を管理し，基幹施設に設置されるプログラム管理委員
会と連携を図ります． 
•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績　医療倫
理　4回（複数回開催），医療安全4回（各複数回開催），感染対策14回（各複
数回開催））し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
•研修施設群合同カンファレンス（2017年度予定）を定期的に参画し，専攻医に
受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
•CPC を定期的に開催（2015年度実績11回）し，専攻医に受講を義務付け，そ
のための時間的余裕を与えます． 
•地域参加型のカンファレンス（2015年度実績　病診，病病連携カンファランス
1回）を定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与
えます．

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）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，消化器、循環器、内分泌、代謝、
腎臓、呼吸器、神経、リウマチ膠原病、アレルギー、感染症、救急の分野で定常
的に専門研修が可能な症例数を診療している。

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計3演題以上の学会発表（2014年
度実績3演題報告）。そのほか各主要学会総会等で14演題臨床研究報告を行い、
今後は専修医への指導の下、研修医が報告できるようにしてゆく予定。

指導責任者

宮尾直樹【内科専攻医へのメッセージ】日本鋼管病院は昭和12年の創立以来、
川崎市南部地区の地域中核病院として一貫して地域医療の発展と高度医療の提供
に貢献して参りました。地域に根差した医療を心がけ、消化器・肝臓病センター
では上部消化管内視鏡検査5,877件/年間、下部消化管内視鏡1,452件/年間、そ
のうちESD 39件、EMR 259件と内視鏡治療も積極的に行って地域の消化器関
連の治療ではトップクラスです。COPD/SASセンターでは、神奈川県ではもとよ
り、日本全国でもCOPD患者のリハビリ管理では評判が高く、全国から患者が通
院されるまでになっています。そのほか、透析センター、糖尿病センターでは、
専門性の高い教育と管理が提供され、専修医の教育環境も整っており、サブスペ
シャリティーの研修が可能です。専修医1年目は各内科を研修し、2年目からは総
合内科を研修し、3年目はサブスペシャリティーを目指した研修ができるように
カリキュラムを作っています。総合内科専門医に必要な症例経験と学術的な考察
力の育成を行い、最終的には臨床研究を報告することができるまでの研修を行い
ます。中規模病院ならではの各部門との交流も容易で、働きやすい環境の中、忙
しすぎず勉強のできる環境とオン・オフのあるメリハリある時間的余裕を持った
3年間を提供できると思います。

指導医数（常勤医）

1．認定内科医（18人）、2．総合内科専門医（9人）、3．消化器病学会（5
人）、4．肝臓学会（3人）、5．循環器学会（3人）、6．内分泌学会（0人）、
7．腎臓学会（1人）、8．糖尿病学会（0人）、9．呼吸器学会（4人）、10．血
液学会（0人）、11．神経学会（1人）、12．アレルギー学会（0人）、13．リ
ウマチ学会（1人）、14．感染症学会（0人）、15．老年医学会（0人）、16．
救急医学会（0人）　　（2014年度）

外来・入院患者数 外来患者288,292名（2014年度）　入院患者290,380名（2014年度）
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経験できる疾患群
きわめて稀な疾患を除いて，J-OSLER（疾患群項目表）にある13領域，70疾患
群の症例を幅広く経験することができます．

経験できる技術・技能
J-OSLER にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づきながら
幅広く経験することができます．しかも、症例の取り合いがありません。余裕を
持った技術訓練ができます。

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病
連携なども経験できます．

学会認定施設（内科系）

日本内科学会認定医制度教育病院 
日本消化器病学会認定施設 
日本腎臓学会研修施設 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 
日本肝臓学会認定施設 
日本透析医学会認定医制度認定施設 
日本神経学会専門医制度認定教育施設 
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本神経学会専門医研修施設 
日本カプセル内視鏡学会指導施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設
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北里大学病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 
•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 
•北里大学病院常勤医師として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部署（総務課職員担当）があります． 
•ハラスメント委員会が北里大学病院に整備されています． 
•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー
室，当直室が整備されています． 
•病院近傍に保育所があり，利用可能です．

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

•指導医が85名在籍しています 
•内科専攻医研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理し，
基幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図ります． 
•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2017年度実績　医療安
全3回（各複数回開催），感染対策3回（各複数回開催））し，専攻医に受講を
義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
•CPC を定期的に開催（2017年度実績13回）し，専攻医に受講を義務付け，そ
のための時間的余裕を与えます．

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）診療経験の環境

北里大学病院においては9つの内科系診療科があり、消化器内科、循環器内科、
内分泌・代謝内科、腎臓内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、膠原病・感染
内科、救急内科が複数領域を担当しています。

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日頃の診療で得た疑問や発想を科学的に追及するため、症例報告や研究発表を症
例しています。

指導責任者

西山和利 
【内科専攻医へのメッセージ】 
北里大学病院は大学病院本院であり、かつ総合病院でもあります。北里大学病院
が位置する神奈川県県北部～県央部は医療機関が多くない地域であるため、北里
大学病院は急性期疾患から慢性期疾患まで一手に担っている医療機関としての側
面があります。そのため専攻医においても、すべての内科領域を網羅しているこ
とは当然として、各内科が非常に症例豊富であり、かつ疾患病名についても多岐
にわたっております。そのため北里大学病院では、どの内科でも、どのような疾
患でも、しっかりと研修することが可能です。さらには当院は教育体制が極めて
整備された医療機関のひとつとして、どの内科を選択したとしても他の施設に負
けないような研修を受けることが可能です。

指導医数（常勤医）

日本内科学会指導医85名，日本内科学会総合内科専門医46名 
日本消化器病学会消化器専門医16名，日本循環器学会循環器専門医18名， 
日本内分泌学会専門医5名，日本糖尿病学会専門医6名， 
日本腎臓病学会専門医8名，日本呼吸器学会呼吸器専門医8名， 
日本血液学会血液専門医8名，日本神経学会神経内科専門医13名， 
日本アレルギー学会専門医（内科）1名，日本リウマチ学会専門医7名， 
日本感染症学会専門医2名，日本老年医学会老年病専門医1名， 
日本肝臓学会肝臓専門医4名，ほか

外来・入院患者数 外来患者23,640名（1ヶ月平均）　入院患者747名（1ヶ月平均）

経験できる疾患群
きわめて稀な疾患を除いて，研修手帳（疾患群項目表）にある13領域，70疾患
群の症例を幅広く経験することができます．

経験できる技術・技能
技術・技能評価手帳にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づ
きながら幅広く経験することができます．

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診連携な
ども経験できます．

（添付書類6）



学会認定施設（内科系）

日本内科学会　認定医制度教育病院 
日本専門医機構　総合診療専門医　研修基幹施設 
日本消化器内視鏡学会　専門医制度指導施設 
日本消化管学会　胃腸科指導施設 
日本消化器病学会　専門医制度認定施設 
日本肝臓学会　認定施設 
日本胆道学会　認定指導医制度指導施設 
日本糖尿病学会　認定教育施設 
日本内分泌学会　内分泌代謝科専門医制度認定教育施設 
日本高血圧学会　専門医認定施設 
日本病態栄養学会　病態栄養専門医制度認定施設 
日本循環器学会　認定循環器専門医研修施設 
日本老年医学会　認定施設 
日本不整脈心電学会　不整脈専門医研修施設 
日本心臓リハビリテーション学会　認定優良プログラム施設 
日本超音波医学会　認定超音波専門医研修施設 
日本心臓リハビリテーション学会　研修施設 
日本心血管インターベンション治療学会　研修施設 
日本腎臓学会　研修施設 
日本血液学会　認定血液研修施設 
日本神経学会　専門医制度教育施設 
日本脳卒中学会　専門医認定制度研修教育病院 
日本頭痛学会　頭痛学会認定教育施設　 
日本臨床神経生理学会　認定施設 
日本リウマチ学会　教育施設 
日本呼吸器学会　専門医制度認定施設 
日本呼吸器内視鏡学会　専門医制度認定施設 
日本臨床腫瘍学会　認定研修施設 
日本がん治療認定医機構　認定研修施設 
日本IVR学会　専門医修練施設 
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会　エキスパンダー実施施設 
日本透析医学会　専門医制度認定施設 
日本集中治療医学会　専門医研修施設 
日本東洋医学会　研修施設 
日本てんかん学会　認定研修施設 
日本アレルギー学会　認定教育施設 
日本集中治療医学会　専門医研修施設 
日本静脈経腸栄養学会　栄養サポートチーム専門療法士認定規則実地修練認定教
育施設 
日本静脈経腸栄養学会　ＮＳＴ稼働施設 
日本病理学会　病理専門医制度研修認定施設 
日本感染症学会　専門医研修施設
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川崎協同病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

• 初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 
• 研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 
• 川崎協同病院常勤医師として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部署（総務課職員担当）があります． 
• ハラスメントに関する規定に基づき、相談や苦情窓口（所属管理者・本部総務
部）が設置され、迅速かつ適切な対応がされています． 
• 女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー
室，当直室が整備されています． 
• 敷地内あるいは病院近傍に院内保育所があり，利用可能です． 

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

• 指導医が5名在籍しています（下記）． 
• 内科専攻医研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理し，
基幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図ります． 
• 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績　医療
倫理　2回，医療安全2回（各複数回開催），感染対策2回（各複数回開催））
し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
• 研修施設群合同カンファレンス（2017年度予定）を定期的に参画し，専攻医
に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
• CPC を定期的に開催（2015年度実績10回）し，専攻医に受講を義務付け，そ
のための時間的余裕を与えます． 
• 地域参加型のカンファレンス（2015年度実績　病診，病病連携カンファランス
2回）を定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与
えます． 

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）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，総合内科，消化器，循環器，呼吸
器，神経，腎臓，代謝および救急の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診
療しています．

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計4演題以上の学会発表（2015年
度実績3演題）を予定しています．。

指導責任者

田中久善 
【内科専攻医へのメッセージ】 
川崎医療生協は川崎協同病院をセンター病院に7つの診療所や老健施設等を有
し、神奈川県内の協力病院と連携して人材の育成を行っています。プライマリケ
アを中心とした適切な医療の提供はもちろん、地域や行政・福祉とも連携したヘ
ルスプロモーションを展開しています。また、法人として介護事業や在宅医療に
も力をいれて取り組んでおり、希望により訪問診療も経験できます。病院内では
外部講師を招いた勉強会も定期的に行っています。後期研修では、たくさんの症
例を経験して専門領域の技術を磨く一方で、ジェネラリストとしての総合性に磨
きをかけることが重要と考え、スペシャリティとジェネラリティの一方に偏るこ
となく、両者を同時に追求し続けることのできる医師養成に取り組んでいます。

指導医数（常勤医）
日本内科学会総合内科専門医3名、日本消化器病学会消化器専門医1名、日本循
環器学会循環器専門医1名、日本神経学会神経内科専門医1名ほか

外来・入院患者数 外来患者　　3,638名（1ヶ月平均）　　　　　入院患者　　157名（1日平均）

経験できる疾患群
きわめて稀な疾患を除いて、J-OSLER（疾患群項目表）にある8領域、27疾患群
の症例を幅広く経験することができます。

経験できる技術・技能
J-OSLER にある内科専門医に必要な技術・技能7領域を、実際の症例に基づきな
がら幅広く経験することができます。

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく、超高齢社会に対応した地域に根ざした医療、病診・病病
連携なども経験できます。
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学会認定施設（内科系）

日本内科学会教育施設 
日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 
日本プライマリケア学会認定医研修施設 
日本消化器病学会教育関連施設 
など
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汐田総合病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

・初期臨床研修制度基幹型臨床研修指定病院です。  
・図書室、インターネット、当直室、シャワー室、更衣室等の環境が整備されて
います。 
・汐田総合病院常勤医としての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部署（臨床研修委員会事務局）があります 
・ハラスメント委員会が横浜勤労者福祉協会（法人内）に整備されています。 
・病院の近隣に保育施設があり、優先的に利用が可能です。 

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

・総合内科、消化器内科、神経内科にて4名の指導医が在籍しています。 
・内科専攻医研修委員会を設置して、施設内における専攻医の研修を管理・支援
し、基幹施設に設置さ 
　れるプログラム管理委員会と連携を図ります。 
・医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績：医療
倫理1回、医療安全2回、 
　感染対策2回）し、専攻医に受講を義務付けて、その時間を保障します。 
・CPCを年数回開催（2015年度実績2回）し、専攻医に受講を義務付けて、そ
の時間を保障します。 
・地域参加型のカンファレンスを開催して（2015年度実績　鶴見区脳神経カン
ファレンス1回）専攻医へ参加を義務付け、その時間を保障します。 

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）診療経験の環境

カリキュラムに示す内科13領域のうち総合内科、消化器内科、神経内科にて定常
的に専門研修が可能な症例数を診療しています。

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

日本内科学会講演会あるいは同地方会、日本神経学会講演会あるいは同地方会に
年間で1演題以上の学会発表をしています。（2014年度実績4演題）

指導責任者

鈴木　義夫 
【内科専攻医へのメッセージ】 
当院は地域のかかりつけ病院として臓器別に捉われずに総合的に患者さんを受入
れています。総合内科では脳卒中からプライマリケア、高齢者の複合疾患、在宅
支援医療、各科との境界疾患を受持ち、消化器内科では上部下部内視鏡、
EMR、ESD検査を中心に外科とも連携しながら、様々な消化器疾患の治療にあ
たっています。神経内科では急性期の脳血管障害から回復期リハビリテーション
及び在宅医療まで継続した医療が特徴です。 
　地域に根ざした高機能ケアミックス病院として、急性期から回復期、そして在
宅医療まで主治医として責任をもつこと、医学的観点だけではなく、患者さんの
社会背景、生活背景を掴み必要に応じた医療・介護をマネージメントできる内科
医を育成することを目標として、川崎市立病院を基幹施設とする内科専門研修プ
ログラムの連携施設として内科専門研修を行い、内科専門医の育成を行います。 

指導医数（常勤医）

・日本内科学会総合内科専門医　2名 
・日本消化器病学会消化器病専門認定医　　　1名 
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医　1名 
・日本神経学会神経内科専門医　　　　　　　6名

外来・入院患者数 外来患者　3.905　名（1ヶ月平均）　入院患者　237名（1ヶ月平均）

経験できる疾患群
総合内科、消化器、代謝、神経は稀な疾患を除いて幅広く経験できます。また、
他の領域では循環器、内分泌、腎臓、呼吸器、血液、アレルギー、膠原病及び類
縁疾患、感染症、救急は到達レベルAの疾患は経験できます。

経験できる技術・技能
J-OSLER に記載されている内科専門医に必要な技術・技能を網羅することがで
きます。
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経験できる地域医療・診療連携
地域のかかりつけの医療機関として、病診・病院連携はもちろんのこと、医療に
限らず、介護・行政との連携も経験できます。

学会認定施設（内科系）

・日本内科学会認定医制度教育関連病院 
・日本神経学会専門医制度教育施設 
・日本脳卒中学会研修教育病院認定施設 
・日本消化器内視鏡学会指導施設
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慶應義塾大学病院
項目名 貴院記入欄

認定基準 
【整備基準23】 
1）専攻医の環境

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 
•北里図書室・研修医ラウンジにインターネット環境があり、電子ジャーナル・
各種データベースなどへアクセスできます． 
•慶應義塾大学大学後期臨床研修医として労務環境が保障されています． 
•メンタルストレスに対処する保健管理センターがあり無料カウンセリングも行っ
ています． 
•ハラスメント防止委員会が慶應義塾大学に整備されています． 
•女性専攻医が安心して勤務できるように、更衣室・シャワー室・当直室・休憩
室が整備されています． 
•病院から徒歩3分のところに慶應義塾保育所があり、病児保育補助も行っていま
す．

認定基準 
【整備基準23】 
2）専門研修プログラムの環境

•指導医が98名在籍しています（下記）． 
•内科専門研修プログラム管理委員会（統括責任者，副統括責任者（ともに総合
内科専門医かつ指導医））にて，基幹施設，連携施設に設置されている研修委員
会との連携を図ります． 
•基幹施設内において研修する専門医の研修を管理する医学教育統轄センターが
あり、その事務局として専修医研修センター、および内科卒後研修委員が設置さ
れています．  
•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績　医療倫
理2回，医療安全8回，感染対策6回）し，専攻医に受講を義務付け，そのための
時間的余裕を与えます． 
•研修施設群合同カンファレンス（2017年度予定）を定期的に参画し，専攻医に
受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 
•CPC を定期的に開催（2015年度実績14回）し，専攻医に受講を義務付け，そ
のための時間的余裕を与えます． 
•地域参加型のカンファレンス（医師会と合同主催の講演会や研究会）を定期的
に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます．

認定基準 
【整備基準23/31】 
3）診療経験の環境

カリキュラムに示す内科領域13 分野（総合内科，消化器，循環器，内分泌，代
謝，腎臓，呼吸器，血液，神経，アレルギー，膠原病，感染症および救急）で定
常的に専門研修が可能な症例数を診療しています．

認定基準 
【整備基準23】 
4）学術活動の環境

・日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計3演題以上の学会発表（2015
年度実績　22演題）をしています． 
・各専門科においても内科系各学会において数多くの学会発表を行っております
（2015年度実績　438演題）． 
・臨床研究に必要な図書室，臨床研究推進センターなどを整備しています．
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指導責任者

鈴木　則宏 
【内科専攻医へのメッセージ】 
慶應義塾大学病院は、東京都中央部医療圏に位置する1044床を有する高度先進
医療を提供する急性期中核医療機関です。また、関東地方を中心とした豊富な関
連病院との人事交流と医療連携を通して、地域医療にも深く関与しています。歴
史的にも内科学教室では臓器別の診療部門をいち早く導入したことで、内科研修
においても全ての内科をローテートする研修システムを構築し、全ての臓器の病
態を把握し全身管理の出来る優れた内科医を多く輩出してきました。 
本プログラムでは、内科全般の臨床研修による総合力の向上と高度な専門的研修
による専門医としての基礎を習得することだけではなく、医師としての考え方や
行動規範を学ぶことも目的としています。 
また、豊富な臨床経験を持つ、数、質ともに充実した指導医のもと、一般的な疾
患だけではなく、大学病院特有の高度先進医療が必要な疾患を含めて、1年間で
内科全般の臨床研修ができることが本コースの強みのひとつです。さらに、大学
病院のみならず、豊富な関連病院での臨床研修を行うことで、バランスのとれた
優秀な内科医を育成する研修カリキュラムを用意しています。 
以上より、当プログラムの研修理念は、内科領域全般の診療能力（知識、技能）
を有し、それに偏らず社会性、人間性に富んだヒューマニズム、医師としてのプ
ロフェッショナリズムとリサーチマインドをバランスよく兼ね備え、多様な環境
下で全人的な医療を実践できる医師を育成することにあります。

指導医数（常勤医）

日本内科学会指導医98名，日本内科学会総合内科専門医69名 
日本肝臓学会専門医7名, 日本消化器病学会消化器専門医17名，日本循環器学会
循環器専門医28名，日本内分泌学会専門医7名，日本腎臓学会専門医8名, 日本糖
尿病学会専門医6名，日本呼吸器学会呼吸器専門医10名，日本血液学会血液専門
医5名，日本神経学会神経内科専門医9名，日本アレルギー学会専門医（内科）6
名，日本リウマチ学会専門医13名，日本感染症学会専門医3名，日本救急医学会
救急科専門医1名，ほか

外来・入院患者数
外来患者23,796名（2015年度実績1ヶ月平均）　入院患者637名（2015年度
実績1ヶ月平均延数）

経験できる疾患群
きわめて稀な疾患を除いて，J-OSLER（疾患群項目表）にある13領域，70疾患
群の症例を経験することができます．

経験できる技術・技能
J-OSLER にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づきながら
幅広く経験することができます．

経験できる地域医療・診療連携
急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病
連携なども経験できます．
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学会認定施設（内科系）

日本内科学会認定医制度教育病院 
日本消化器病学会認定施設 
日本呼吸器学会認定施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本腎臓学会研修施設 
日本アレルギー学会認定教育研修施設 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 
日本老年医学会認定施設 
日本肝臓学会認定施設 
日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設 
日本透析医学会認定医制度認定施設 
日本血液学会認定研修施設 
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 
日本内分泌甲状腺外科学会認定医専門医施設 
日本脳卒中学会認定研修教育病院 
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本神経学会専門医教育施設 
日本内科学会認定専門医研修施設 
日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設 
日本東洋医学会教育病院 
ICD/両室ペーシング植え込み認定施設 
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 
日本肥満学会認定肥満症専門病院 
日本感染症学会認定研修施設 
日本がん治療認定医機構認定研修施設 
日本高血圧学会高血圧専門医認定施設 
ステントグラフト実施施設 
日本緩和医療学会専門医認定制度認定研修施設 
日本認知症学会教育施設 
日本心血管インターベンション治療学会研修施設 
日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設 
日本リウマチ学会認定教育施設 
日本救急医学会指導医指定施設 
日本臨床検査医学会認定研修施設 
日本病院総合診療医学会認定施設 
日本カプセル内視鏡学会指導施設 
日本消化管学会胃腸科指導施設 
など
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特別連携施設における研修
1.　目的
在宅医療を通して地域医療を学び内科専門医としての医療視野の拡大を目指す。

2.　背景
超高齢社会を迎える中、在宅医療は注目されている。これは高齢者においては単に病気を治すだけでは不十
分であり、患者背景を踏まえた医療・介護サポートが必須なためである。政府は地域包括ケアシステム(病院
と在宅医療・介護の連携)を推進しており、内科専門医にとって在宅医療を学ぶことは必須と考える。

3.　経験目標
在宅診療の見学および実際の診療を通して、地域医療の実際を学ぶ。 
　経験症例、研修方法は日本在宅医学会ポートフォリオに準じる。 
　重点的経験症例： 
　末期がん患者と、その看取り 
　非がん患者と、その看取り 
　緩和医療 
　在宅酸素療法・在宅での呼吸器管理 
　嚥下機能障害と、嚥下機能評価（VE含む） 
　認知症の評価と治療

4.　研修施設と研修方法
1.　悠翔会川崎クリニックでの研修 
　研修期間：3か月間 
　勤務時間：月～金曜日、午前9時00分～午後6時00分、休憩1時間 
　研修内容：指導医の下で在宅診療の見学および実践を行う
2.　協同ふじさきクリニック 
　研修期間：協力施設である川崎協同病院での研修期間中 
　勤務時間：特に定めないが、定期的に実施予定 
　研修内容：指導医の下で在宅診療の見学および実践を行う
3.　うしおだ在宅 
　研修期間：協力施設である汐田総合病院での研修期間中 
　勤務時間：特に定めないが、定期的に実施予定 
　研修内容：指導医の下で在宅診療の見学および実践を行う

5.　定期経験イベント
症例カンファレンス 
症例報告・検討会 
学会発表（日本在宅医学会　他）

6.　不定期経験イベント
退院前カンファレンス 
　担当者会議(地域事業者) 
　地域連携会・講演会 
　在宅医療セミナー 
　その他
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専門研修プログラム管理委員会の構成員の氏名等
2018/04/01

所属 役職 備考

岡野 裕 川崎市立川崎病院 総合内科部長 兼）リウマチ膠原病・痛風センター所長

津村 和大 川崎市立川崎病院 糖尿病・内分泌内科部長

野﨑 博之 川崎市立川崎病院 神経内科部長

佐山 宏一 川崎市立川崎病院 呼吸器内科部長

有馬 功一郎 川崎市立川崎病院 血液透析室長

末吉 浩一郎 川崎市立川崎病院 循環器内科部長

坂本 光男 川崎市立川崎病院 感染症内科部長

玉井 博修 川崎市立川崎病院 消化器内科部長

西尾 和三 川崎市立井田病院 呼吸器内科部長

宮尾 直樹 日本鋼管病院 内科統括部長

田中 久善 川崎協同病院 病院長

鈴木 義夫 汐田総合病院 副院長

小瀬川 将 北里大学病院

川田 一郎 慶應義塾大学医学部　内科学（呼吸器） 専任講師（学部内） 研修委員会委員長（連携施設）

角田 昭夫 川崎市立川崎病院 放射線診断科担当課長 診療放射線技師

西ノ坊 泰子 川崎市立川崎病院 検査課担当課長 臨床検査技師

早川 和宏 川崎市立川崎病院 薬剤部長 薬剤師

篠山 薫 川崎市立川崎病院 看護部副看護部長 看護師

太田 博子 川崎市立川崎病院 食養科長 栄養士

加藤 明子 川崎市立川崎病院 庶務課担当係長 一般事務職
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内科専攻医研修管理委員会の構成員の氏名等
2018/04/01

所属 役職 備考

岡野 裕 川崎市立川崎病院 総合内科部長 兼）リウマチ膠原病・痛風センター所長

野﨑 博之 川崎市立川崎病院 神経内科部長

佐山 宏一 川崎市立川崎病院 呼吸器内科部長

有馬 功一郎 川崎市立川崎病院 腎臓内科担当部長

末吉 浩一郎 川崎市立川崎病院 循環器内科部長

坂本 光男 川崎市立川崎病院 感染症内科部長

玉井 博修 川崎市立川崎病院 消化器内科部長

津村 和大 川崎市立川崎病院 糖尿病・内分泌内科部長

加藤 明子 川崎市立川崎病院 庶務課担当係長 一般事務職
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基幹施設および協力施設の研修環境と待遇（1）
川崎市立川崎病院 川崎市立井田病院 日本鋼管病院病院

図書室 あり あり あり
インターネット あり あり あり
メンタルストレスに適切に対処
する部署

あり あり あり

ハラスメント委員会 あり あり あり
女性専攻医が安心して勤務でき
るような休憩室や更衣室等

あり あり あり

保育施設等の利用 あり あり あり
臨床研究支援室 あり あり あり
臨床研究倫理委員会 あり あり あり
身分 川崎市非常勤嘱託職員 川崎市非常勤嘱託職員 常勤職員
給与（月額）・賞与 451,800円（D3）～

651,800円（D5）　　
賞与なし

451,800円（D3）～
651,800円（D5）　　
賞与なし

380,000円～420,000
円＊在籍条件で賞与支給　
＊手当各種除く

当直代 30,000円（宿直もしく
は休日の日直1回）

30,000円（宿直もしく
は休日の日直1回）

休日：31,000円　　　
平日：28,000円　　　
日直：31,000円

健康保険・労働災害補償・年金 あり あり あり
レジデントハウス 月額29,050円（予定）

の自己負担で提供
補助あり

北里大学病院
川崎医療生活協同組合　　
川崎協同病院

公益財団法人横浜勤労者
福祉協会汐田総合病院

図書室 あり あり あり
インターネット あり あり あり
メンタルストレスに適切に対処
する部署

あり あり あり

ハラスメント委員会 あり あり あり
女性専攻医が安心して勤務でき
るような休憩室や更衣室等

あり あり あり

保育施設等の利用 あり あり あり
臨床研究支援室 なし なし 無し
臨床研究倫理委員会 なし なし あり
身分 常勤職員 川崎医療生活協同組合常

勤職員
常勤職員

給与（月額）・賞与 月額33～56万円（各手
当込み）＋賞与年2回
（2016年度実績 基本給
の4.5カ月）

403,000円～446,000
円＋賞与年2回

542,000円～633,570
円　賞与込、時間外20
時間分込

当直代 12,000円 平日31,000円、土日
35,000円

平日30000円、土日祝
43000円

健康保険・労働災害補償・年金 あり あり あり
レジデントハウス 月額27,000円の住宅手

当あり
月額16,000円の住宅手
当あり

無し、住宅手当有
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特別連携施設の待遇
悠翔会川崎クリニック 協同ふじさきクリニック 汐田在宅クリニック

身分 常勤医

川崎医療生活協同組合川
崎協同病院に付随する施
設

公益財団法人横浜勤労者
福祉協会汐田総合病院に
付随する施設

給与（月額）・賞与
451,800円（D3）～
651,800円（D5）　　
賞与なし

当直代 当直業務なし
健康保険・労働災害補償・年金 あり
レジデントハウス なし

基幹施設および協力施設の研修環境と待遇（2）
慶應義塾大学病院

図書室 あり
インターネット あり
メンタルストレスに適切に対処
する部署 あり

ハラスメント委員会 あり
女性専攻医が安心して勤務でき
るような休憩室や更衣室等 あり

保育施設等の利用 あり
臨床研究支援室 あり
臨床研究倫理委員会 あり
身分 助教（専修医・診療）
給与（月額）・賞与 184,000円　賞与なし
当直代 あり
健康保険・労働災害補償・年金 あり
レジデントハウス なし

（添付書類8）



2016年度業績一覧

論文
小川卓範，田中希宇人，楠本竜也，扇野圭子，大森奈緒，澤藤誠，佐山 宏一． 非小細胞肺癌に対して
Nivolumab を投与し、免疫関連胆管炎、膵炎を来した1 例． 日本呼吸器学会誌． 2017; 6: 315．
楠本竜也，田中希宇人，片山真，小川卓範，扇野圭子，大森奈緒，佐山宏一． 肺癌による癌性髄膜炎に対するオ
ンマイヤリザーバーを用いたメトトレキサート髄腔内治療の検討． 日本呼吸器学会誌． 2017; 6: 281．
細田智弘，坂本光男，野崎博之，大楠清文． 液体培地における8 週間の培養陰性と免疫再築症候群に合併した脾
梗塞が診断の契機となったHIV 感染者における播種性Mycobacterium genavense 感染症． 結核． 2017; 92: 
248．
細田智弘，坂本光男，東野俊洋，野崎博之，清水英明，三崎貴子，岡部信彦． チフス性疾患との鑑別に難渋した
フィリピン渡航後の発疹熱． 感染症学雑誌． 2017; 91: 337．
Yokoyama H， Sakamoto M， Toyama T， Shiroshita K， Fukae T， Okano Y， Nozaki H． EB ウイル
ス陽性びまん性大細胞型B 細胞性リンパ腫を合併した心筋心膜炎 症例報告（Myopericarditis associated with 
EB virus positive diffuse large B cell lymphoma: a case report）（英語）． 臨床血液． 2016; 57: 
1731．
Shiroshita K， Sakamoto M， Toyama T， Yokoyama H， Hosoda T， Okano Y， Nozaki H． 再生不良
性貧血を合併したCorynebacterium 性菌血症（Corynebacterium striatum bacteremia complicated with 
aplastic anemia）（英語）． 臨床血液． 2016; 57: 1678．
布施彰久，北薗久雄，野崎博之，岡野裕，秋月哲史． 院内発症した脳梗塞に対してt-PA 施行群と未施行群の比
較検討． 日本内科学会雑誌． 2017; 106: 259．
野間絵梨子，有泉健，脇坂悠介，井上健太郎，高木英恵，玉井博修，相浦浩一． EMR-L で切除した直腸の小カ
ルチノイドの一例． Progress of Digestive Endoscopy． 2016; 90: 127．
脇坂悠介，井上健太郎，三原規奨，市東昌也，有泉健，高木英恵，玉井博修，相浦浩一． 主膵管蛇行により急性
膵炎を反復したと考えられた早期慢性膵炎の1 例． Progress of Digestive Endoscopy．
2016; 90: 121．
野崎博之，細田智弘，岡野裕． 院内発症の脳梗塞に対して血栓溶解療法（tPA 静注療法）を施行した症例の検
討． 日本病院総合診療医学会雑誌． 2016; 11: 157．
脇坂悠介，東谷卓美，金澤英明，貞廣威太郎，鶴田ひかる，深江智明，高橋賢至，李慧崇，西澤健也，末吉浩一
郎，福田恵一，秋月哲史． 超高齢で発症したplatypnea orthodeoxia syndrome（POS）
の1 例． 心臓． 2017; 49: 59-65．
細田智弘，坂本光男． 脾梗塞を合併したサイトメガロウイルスによる伝染性単核症． 感染症学雑誌．2016; 90: 
814-818．
Hosoda T， Sakamoto M． クリプトコッカス髄膜炎に起因する免疫再構築炎症反応症候群（Immune 
Reconstitution Inflammatory Syndrome due to Cryptococcal Meningitis）（英語）． Internal 
Medicine． 2016; 55: 1505-1506．
細田智弘，坂本光男，前田麻実，岡野裕，野崎博之． 脾梗塞を合併したサイトメガロウイルスによる伝染性単核
症． 日本病院総合診療医学会雑誌． 2016; 10: 204．
井上健太郎，三原規奨，市東昌也，有泉健，高木英恵，玉井博修，杉浦仁，相浦浩一． 粘液の胆管内逆流により
黄疸を来した膵管内乳頭粘液性腫瘍の1 例． Progress of Digestive Endoscopy． 2016;
88: 184-185．
有田祐起，細田智弘，東野俊洋，田口博章，大曽根康夫，野崎博之，坂本光男． 発症8 日目の髄液PCR 法のみ
で病原体が検出されたレプトスピラ症の1 例． 感染症学雑誌． 2016; 90: 325-329．
津村和大． 服薬管理における各職種の役割 医師・薬剤師・看護師・ケアマネージャー 服薬管理における各職種
の役割 医師の立場から「患者教育と医療者教育のコンダクター」． 糖尿病． 2016;
59: 24．
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中屋雅人，井上健太郎，三原規奨，市東昌也，有泉健，高木英恵，玉井博修，相浦浩一． 再発性重症膵炎に対し
て内視鏡的嚢胞開窓術が奏功したcholedochocele の1 例． Progress of Digestive
Endoscopy． 2016; 89: 116．
細田智弘，坂本光男，有馬聖永，東野俊洋，田口博章，大曽根康夫，野崎博之． インフルエンザに合併した肺炎
患者の臨床的検討． 感染症学雑誌． 2016; 90: 405．

学会・研究会発表
川合聡史，永田亮平，室田敦子，東野俊洋，田口博章，大曽根康夫，岡野裕． 発症初期に腎クリーゼを、その7 
年後に肺動脈性肺高血圧症を発症した乳がん合併・抗RNA ポリメラーゼIII 抗体陽性の強症の1 例． 日本リウマ
チ学会総会・学術集会．
東野俊洋，稲毛純，永田亮平，阿部麻衣，平本和音，川合聡史，室田敦子，田口博章，大曽根康夫，岡野裕． そ
の他の膠原病 高齢発症成人発症Still 病の臨床特徴． 日本リウマチ学会総会・学術集会．
石川隆昭，田中希宇人，片山真，小川卓範，楠本竜也，扇野圭子，野崎博之，岡野裕，佐山宏一． 髄液から
EGFR T790M 変異を認めた非小細胞肺癌による癌性髄膜炎の1 例． 第631回日本内科学会関東地方会．
阿部麻衣，鄭瑞雄，川合聡史，室田敦子，東野俊洋，田口博章，野崎博之，大曽根康夫，岡野裕． シクロフォス
ファミドが奏功した特異な精神症状を呈した全身性エリテマトーデスの1 例． 第631回日内科学会関東地方会．
中村有吾，布施彰久，北薗久雄，岡野裕，野崎博之，大曽根康夫，秋月哲史， 敗血症性ショックに対し治療を行
うも意識障害が改善せず、一酸化炭素中毒が疑われた1 例． 第628回日本内科学会関東地会．
木村文将，花田亮太，井上健太郎，有泉健，高木英恵，玉井博修，野崎博之，岡野裕，秋月哲史． 乳糜腹水を呈
したアルコール性肝硬変の1 例． 第629回日本内科学会関東地方会．
長島誠，城下郊平，外山高朗，坂本光男，岡野裕，野崎博之，秋月哲史． リツキシマブが奏功した後天性血友病
A の1 例． 第629回日本内科学会関東地方会．
永田亮平，松原祥平，室田敦子，東野俊洋，田口博章，大曽根康夫，岡野裕． 多発性筋炎との鑑別を要したアル
コール性ミオパチーの1 例． 第627回日本内科学会関東地方会．
松本龍門，扇野圭子，小川卓範，楠本竜也，田中希宇人，大森奈緒，佐山宏一，岡野裕，野崎博之，秋月哲史， 
G-CSF 産生肺多形癌の1 例． 第627回日本内科学会関東地方会．

上妻崇英，津村和大，田口博章，植田良，樋口隆幸，高田昌幸，野崎博之，有馬功一郎，岡野裕，大曽根康夫． 

出産直後に下垂体減圧手術を施行したリンパ球性下垂体前葉炎の1 例． 第626回日本内科学会関東地方会．

脇坂悠介，萩原裕也，井上健太郎，有泉健，高木英恵，玉井博修，野崎博之，岡野裕，秋月哲史，杉浦仁． 急性

肝不全様の経過をとり死亡した悪性リンパ腫の1 例． 第625回日本内科学会関東地方会．

清河駿樹，細田智弘，坂本光男，岡野裕，野崎博之，秋月哲史，船尾陽生，中原奈々． 髄液細胞数上昇を認め髄

膜炎と鑑別を要した硬膜外膿瘍の1 例． 第625回日本内科学会関東地方会．

東野俊洋，菅野瑛梨，長谷川靖浩，片桐翔治，平本和音，田口博章，大曽根康夫，佐藤慎二，鈴木康夫，岡野
裕． 抗MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎5 例の検討． 第60回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集．

田口博章，東野俊洋，大曽根康夫，岡野裕，秋月哲史． リウマチ性疾患の画像 関節リウマチにおいて構造的寛解
を治療目標とした場合に疾患活動性評価には臨床的評価法と比較して超音波パワードプラ検査がより優れてい
る． 第60回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集．

布施彰久，北薗久雄，東野俊洋，岡野裕，野崎博之，秋月哲史． 物忘れ、食思不振を主訴に受診しneuro-

psychiatric SLE と診断した高齢男性の1 例． 第624回日本内科学会関東地方会．

鳥海聡，坂本容規，西澤健也，東谷卓美，深江智明，高橋賢至，李慧崇，末吉浩一郎，野崎博之，岡野裕． 片側

性肺うっ血を認めた解離性大動脈瘤術後に再解離を来した1 例． 第623回日本内科学会関東地方会．

（添付書類9）
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小川卓範，佐山宏一，加畑宏樹，田中希宇人，大森奈緒，野崎博之，岡野裕，秋月哲史． 縦隔型肺癌の多発骨転

移と鑑別を要した結核性リンパ節炎・多発骨結核の1 例． 第622回日本内科学会関東地方会．

（添付書類9）

�3



川崎市立川崎病院の概要
基本情報
住所：〒210-0013　川崎市川崎区新川通１２-１ 
TEL 044-233-5521（代）　FAX 044-245-9600 
ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html

基本理念
私たちは、地域の基幹病院として、他の医療機関と連携し、「病気」でなく「病人」を診る心を大切に、安全安心で質の
高い医療を、患者の皆さまとともに考え、実践し、健康と福祉の向上を通じて地域社会の発展に貢献することを目指し
ます。

病院運営基本方針
基本理念を踏まえ、自治体病院の使命と役割を果たし、市民に信頼される安全安心で質の高い医療を継続的かつ効率的
に提供していくために、次の方針を定めます。

1 患者さんの声を尊重し、高い倫理観をもって医療にあたります。
2 地域の基幹病院として、地域の医療ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる、良質な急性期医療および専門性の高い医療を提
供します。

3 救急医療、がん医療、周産期医療、災害時医療の充実を図ります。
4 地域の医療機関との連携を大切にします。
5 教育、研修を推進し、職員の知識、技術の向上と人材育成に努めます。
6 安全管理の向上に努めます。
7 健全な経営基盤の確立に努めます。
8 職場の経営意識の高揚を図るとともに、働きがいのある職場づくりに努めます。

（2017年1月）

川崎病院の臨床における倫理指針
1 生命の尊厳と人権を尊重し、個々の患者さんにとってもっとも望ましく適切な医療を提供するように努めます。
2 患者さんの信条や価値観に十分配慮し、生命倫理に関する法令、ガイドライン等に準じた医療を提供します。

患者さんの権利
当院は、患者さんの医療にかかわる、次の権利を尊重します。

1 生命の尊厳と、人格を尊重した医療を受ける権利があります。
2 安全安心で質の高い医療を平等に受ける権利があります。
3 ご自身の病気や治療について知る権利を持ち、わかりやすく説明を受け、希望や意見を述べる権利があります。なお病名
や予後について知りたくない場合は、そのお気持ちを尊重します。

4 ご自身が受ける医療を自らの意思で選択あるいは拒否する権利があります。
5 ご希望により、診療のいかなる段階においても、他の医師および他の医療機関の医師の意見（セカンド･オピニオン）を
求める権利があります。

6 診療上の個人情報は厳重に保護され、その秘密は守られます。
（2017年1月）

患者さんの責務
当院が安全安心で質の高い医療を提供するためには、患者さんご自身にも医療チームの一員として主体的に参加していた
だく必要があります。そこで、次のことについてご協力ください。

1 ご自身の健康に関する情報を、医療提供者にできるだけ詳しくお話しください。
2 診療に関し希望されること、またはされないことを、医療提供者にお話しください。
3 診療に関する説明がよく理解できない場合は、医療提供者に遠慮なくお聞きください。
4 ご自身および他の患者さんが適切な診療を受けるための妨げにならないよう、病院内の規則や社会的なルール、病院職
員の指示をお守りください。お守りいただけない場合は、退去していただくことがあります。

5 診療に伴う医療費を適正にお支払いください。
（2017年1月）

患者さんへのお願い
当院は質の高い医療を提供するとともに、明日の医療を担う人材を育成しています。そこで、次のことについてご理解と
ご協力をお願いいたします。

1 医療の質の向上を目的として調査・臨床研究を行い、得られた結果は個人情報が特定されないかたちで公表しています。
2 教育研修病院として、研修医、看護師をはじめとする医療従事者の研修、あるいは学生の臨床実習を行っています

（2017年1月）
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臨床研修病院としての教育理念・基本方針
川崎市立川崎病院の臨床研修では、「『病気』でなく『病人』を診る患者さん中心の医療」を理解し、実践できる医師
の育成を目指します。

1 「病気」でなく「病人」を診ることを実践する教育
2 「人格の涵養」を基本とした教育
3 「チーム医療」の意義を理解しこれを実践する教育
4 「プライマリ・ケア」の基本的診療能力向上を重視する教育
5 「自治体病院の責務」を理解しこれを実践する教育
6 研修後も自己を高めていく術（すべ）を身につける教育

（2017年1月）

川崎市立川崎病院の主な取り組み
高度医療・急性期医療
　当院の主な使命は、川崎市の基幹病院として市民の皆様が治療の難度が高い病気を患った時に対応することです。新生
児集中治療室や地域周産期医療センターなど、市民の皆様からの要望に沿った医療体制の充実を図ってまいりました。第
二種感染症指定医療機関として新型インフルエンザ患者などの入院を担当し、またHIV診療拠点病院にも指定されていま
す。災害医療拠点病院として、災害時に地域の医療機関を後方から支援し、重症・重篤な傷病者の受入れなど、医療救護
活動において中心的な役割を担います。さらに全診療科において専門的な外来と入院診療を中心にした診療体制を確立し
てまいります。
救急医療
　救命救急センターは突然の傷病で市民の皆様が命を失うことがないように、２４時間３６５日体制で診療を行い、全
ての救急患者さんに的確に対応できるよう、より一層診療体制の充実を図っていきます。特に脳卒中、急性心筋梗塞など
に対応しています。当院に通院していないことを理由に受診をお断りすることはありません。
地域医療連携
　高度医療・急性期医療の役割を果たすために、地域の診療所と「病診連携」（病院と診療所の連携）を積極的に進め
てまいります。症状の重く入院を要する方、精密検査が必要な方、専門医の診療が必要な方を診療所からご紹介頂き、病
状が安定した患者さんには、再び身近な診療所の先生に診て頂くことで、患者さん本位の地域医療体制の確立を目指し
ます。

病院の沿革　
昭和11年川崎市立病院として開設、昭和40年救急指定病院となり、昭和42年には研修医制度が発足した。昭和63年に
は、外国人医師等を対象とした臨床修練指定病院となった。 
また、平成10年4月から総合診療科を開設したことに伴い、新たに後期臨床研修を実施している。

昭和１１年１２月　伝染病院として川崎市立病院開設
昭和１２年　３月　「川崎市立新川病院」と改称
昭和２０年　６月　総合病院となり「川崎市立川崎病院」と改称
昭和３４年　６月　本館完成
昭和３７年　５月　厚生年金病棟(３号館)完成
昭和４２年１１月　２号館完成
昭和４４年　７月　臨床研修病院指定
昭和５０年１０月　東病棟(１号館)完成
平成　７年　７月　新病院着工
平成１０年１１月　新病院病棟・中央診療棟完成
平成１０年１２月　インターネット上に川崎病院ホームページ開設(２５日)
平成１２年　３月　新病院外来棟完成
平成１３年　３月　外構工事完了
平成１３年　４月　グランドオープン
平成１４年　４月　川崎市南部小児急病センター開設
平成１７年　４月　地方公営企業法の全部適用
平成１８年　４月　救命救急センター開設
平成２１年　４月　新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）再開
平成２２年１２月　卒後臨床研修評価機構による認定を受ける
平成２３年　３月　神奈川ＤＭＡＴ指定病院として指定

当院の診療概要
　病床数713床、28診療科を有する総合病院で平成27年4月1日現在、医師数は常勤医師131名の他、後期臨床研修医52
名、初期臨床研修医22名で、平成26年度実績における１日平均外来患者数は1,442、入院患者数は522名と川崎市南部地
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名、初期臨床研修医22名で、平成26年度実績における１日平均外来患者数は1,442、入院患者数は522名と川崎市南部地
域の基幹病院である。川崎市は、多摩丘陵の南端多摩川の河口に開けた平坦部に位置し、東京・横浜の２大都市に接し
ている細長い形の都市である。東京駅へは17分、横浜駅へは10分と交通至便な距離にあり、140万余人の人口を抱える
神奈川県下第２の政令指定都市である。当院は、川崎市内で市街化が最も進んでいる川崎区の中央部に位置し、少子高
齢化が進む中、高度化・情報化をキーワードに救急医療(精神科救急、小児救急を含む)、総合診療体制、新生物疾患医
療、循環器疾患医療、中枢神経疾患医療、感染症対策などの充実を図っている。 
　平成10年11月の病棟・中央診療棟のオープンと同時に総合医療情報システム（当院のニックネームはＨＵＭＡＮ）が
導入され、平成12年4月の新外来棟がオープン、同システムの全面的な稼動によって診療は、コンピューターによるオー
ダリングシステムとなった。平成21年1月より、電子カルテに移行した。 
　当院は本研修プログラムの主病院で、研修に要する場・医療機器を提供するとともに、図書室、臨床研修室、病歴
室、カンファレンスルームが配置されている。また、図書室・医局からはインターネット接続が可能である。このプログ
ラムには､内科､外科､救急科、小児科､精神・神経科、産婦人科､整形外科、泌尿器科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚
科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科､検査科、放射線科、リハビリテーション科の17科が参画している｡ 
　また､当院は、地域医療部を設けており、市立病院ということもあって、行政との連携も密にできることから、医療･
福祉にまたがる地域・保健医療についても幅広く研修ができる環境が整っている｡

学会施設認定（内科関連）
日本リウマチ学会認定施設 
日本循環器学会専門医研修施設 
日本アレルギー学会認定施設 
日本神経学会准教育施設 
日本消化器病学会専門医制度認定施設 
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医認定教育施設 
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 
日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 
日本救急医学会認定指定施設 
日本集中治療医学会専門医研修施設 
日本呼吸器学会認定関連施設 
日本脳卒中学会認定研修教育病院 
日本感染症学会認定研修施設 
日本腎臓学会認定医研修施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
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川崎市立川崎病院　内科専門研修プログラム　専攻医研修マニュアル 

1.　専門研修後の医師像と修了後に想定される勤務形態や勤務先 
　専門研修を通して、研修終了後には以下に示す能力を有する医師を育成する。 
1) 内科医としてのプロフェッショナリズムの涵養とgeneralなマインドを持つ。 
2) それぞれのキャリア形成やライフステージに応じて、 
　　・地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医） 
　　・内科系救急医療の専門医、病院での総合内科（generality）の専門医 
　　・総合内科的視点を持ったsubspecialist 
　のいずれか、もしくは、同時に2つ以上の役割を兼ねることができる。 
3) 超高齢社会を迎えた日本のいずれの医療機関で不安なく内科診療の能力を発揮できる。 
4) 地域住民、国民からの信頼を獲得できる。 
　希望者はsubspecialty領域専門医の研修や高度・先進的医療、大学院などでの研究を開始する
準備を整えうる経験ができることも、本研修が果たす成果である。 
　内科専門研修プログラム終了後には専攻医の希望に応じた医療機関で常勤内科医師として、ま
たは希望する大学院などで研究者として働くことが可能である。 

2.　専門研修の期間 
・研修期間は3年間。 
・研修の各年度は4月に開始し翌年の3月に終了する。 
・基幹施設である川崎市立川崎病院内科で1～2年間、連携施設で1～2年間の研修を行う。 
・研修の時期と期間、研修場所については、研修プログラム、「V. プログラムと研修施設群お
よび各施設における研修期間」、添付資料「プログラム全体のスケジュール」に記載。 

3.　研修施設群の各施設名 
・基幹施設：川崎市立川崎病院 
・連携施設：川崎市立井田病院、日本鋼管病院、川崎協同病院、汐田総合病院、慶應義塾大学病
院 
・特別連携施設：悠翔会川崎クリニック、協同ふじさきクリニック、うしおだ在宅クリニック 

4.　 本研修プログラムを管理運営する体制 
(1) 川崎市立川崎病院内科専門研修プログラム管理委員会 
　教育研究委員会の下部組織として、本プログラムを履修する内科専攻医の研修について責任を
持って管理するを設置する。 

(2) 内科専攻医研修管理委員会 
　本プログラム管理委員会の下部組織として、基幹病院および連携施設に設置し、専攻医の研修
を管理する。プログラム管理委員長は、これらの委員会を統括し、委員会間の連携を図る。 

5.　指導医 
・専攻医1人に担当指導医1人が、内科専門研修プログラム委員会により決定される。 
・指導医名：研修プログラム、添付資料「指導医一覧」に記載。 

6.　各施設での研修内容 
(1) 川崎市立川崎病院（基幹施設） 
病棟研修 
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・内科として入院患者を順次主担当医として担当する。主担当医の割り当ては、統括責任者、担
当指導医、subspecialty上級医の判断で行われ、同時に受け持つ入院患者数は10名程度とする。 
・専攻医は5人前後でチームを作り、年長者がリーダーとなりメンバーを統率する。各チームに
配置する指導医（アテンド）から、内科専門医としての基礎的事項について指導を受ける。 
・内科・総合診療内科が担当する入院患者は、一般病棟180～200床、救命救急センター病棟20
床、感染症病棟12床で、さらに、他の診療科の内科疾患の診療依頼に対応する。集中治療を必要
とする内科疾患の救命救急センター病棟への入院患者を含む。 
・毎朝のラウンドで、前日（当直時間帯を含む）に入院した重症例の共有化や議論を通して疑問
点・問題点を明確化し、診療方針を決定し、専門医の指導へと繋げる。 
・チームメンバーによるラウンドを週3回、アテンドを含めたラウンドを週1回行い、新入院症例
の共有化、専門医からの指導を通して診療方針を確認する。 
・週1回行われる各部門領域のラウンド（研修プログラム、添付資料「内科ラウンド週間予定
表」を参照）に出席し、専門技能（診察や診断など）の習得や治療方針の決定に参画する。 
・病棟当直は、指導医とペアを組む体制をとり、当直帯においても常に指導医に相談ができる。
概ね月2単位程度の病棟当直を行う。 
外来研修 
・1年目後半以降に、初診患者を担当する外来枠と再診患者を担当する外来枠（各々週1単位）
をもち、主に外来で経験する疾患の診療、および、入院患者の退院後の継続診療を行う。 
・平日午後（午後番）および夜間・休日（当直）の救急外来で、内科のウォークイン患者の診療
を行う。平日の午後は内科をローテーとする臨床研修医とペアを組み、指導の任も担う。午後番
は1年目に週1回行う。当直は概ね月2単位程度行う。 
・診療した患者が3次救急相当であれば救命救急センター医師と連携して診療にあたる。 
・救急科に所属し、3か月間、救急科の指導医の下、診療チームの一員として救急車で搬送され
た患者の診療に当たる。 
・内科救急だけではなく、外傷・小手術を含めた救急診療を総合的に研修する。 
・内因性疾患（敗血症性ショック等の内科系疾患）は、引き続き病棟主担当医として担当する 
検査研修 
・希望に応じて行う。週に2種類各1単位まで、1種類の検査研修期間は原則として6か月間とす
る。 
・検査項目には、上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、気管支鏡、超音波検査（腹部・心臓）、
心臓カテーテル、脳波、筋電図、CT読影、その他がある。 
臨床現場を離れた研修 
・カンファレンス、院内講習会を定期的に開催する。これらには、コア・コンピテンシーの研修
のための講習会も含まれる。専攻医に受講を義務付け、そのための時間的余裕を与える。 
・内科グランドカンファレンス（毎週火曜日17:30～18:30） 
　症例検討会（1回／2週）：経験症例の提示と診断・治療のプロセス、最新のエビデンスや病
態理解・治療法の理解のための関連論文の学習報告と討議。 
　スタッフレクチャー：各部門領域の上級医（指導医）による基礎的および最新知識に関するレ
クチャー。 
　日本内科学会地方会の予演会（内科学会地方会での発表のある時、1回／4週）：症例検討を
兼ねる。 
・内科症例検討会（毎週木曜日8:00～8:30） 
　初期臨床研修医による症例の提示とそれに関連する論文の学習報告、および討議。 
・総合診療内科カンファレンス（毎週金曜日18:00～19:30） 
　専攻医による内科診療における基礎的な知識や手技に関する学習報告。 
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　他の診療科（リハビリテーション科、皮膚科、麻酔科など）の医師による基礎知識を得るため
のレクチャー。 
・院内学術講演会（不定期）：院内外の講師を迎えて行う講演会。 
・医療安全研修会（年4回、年2回以上の出席が必須）。 
・感染対策研修会（年4回、年2回以上の出席が必須）。 
・接遇研修会（年1回） 
・医療倫理研修会（年1回） 

(2) 連携施設 
 　各施設における研修内容については、研修プログラム、添付資料「連携施設での研修」を参
照。 

(3) 専門研修施設群が合同で実施する講習会・カンファレンスとその他の学習機会 
・研修施設群合同カンファレンス（年2回、予定）：連携施設の担当指導医、専攻医が一同に集
まり行う。 
・CPC：年5回開催。そのうち2回は日本鋼管病院との合同で開催、出席が必須。 
・JMECC：川崎市立川崎病院で年2回開催、3年間で1回の受講が必須。 
・臨床研究講習会（年1回）：川崎市立川崎病院で開催、出席が必須。 
・内科系学会が行っているセミナーのDVDやオンデマンドの配信、日本内科学会雑誌にある
MCQ、日本内科学会が実施しているセルフトレーニング問題、その他の方法を活用して、経験の
出来ないまれな疾患や手技を自己学習する。 

(4) リサーチマインドの養成と学術活動 
・症例を経験する際には、臨床上の疑問点を常に意識し、その解決に向けて努力する。。 
・科学的な根拠に基づいた診断、治療を行う（EBM; evidence based medicine）ために、常に
文献にあたり、最新の知識、技能を常にアップデートするしていく。 
・臨床現場での研修では、初期臨床研修医、医学部学生、後輩専攻医の指導を行う。 
・メディカルスタッフへの指導を通して教育活動を行う。 
・筆頭者として、学会発表あるいは論文発表を2件以上行うことを必須とする。 
・症例報告を通じて深い洞察力を磨く。 
・臨床的疑問を抽出して臨床研究や内科学に通じる基礎研究を行う事を通して、科学的根拠に基
づいた思考を全人的に活かせるようにする。 
・内科系の学術集会や企画に年2回以上参加する。 
・日本内科学会本部または支部主催の生涯教育講演会、年次講演会、CPCおよび内科系
subspecialty・学会の学術講演会・講習会への参加を推奨する。 
・以上の活動のために、医局および図書室でインターネットに接続が可能な設備がある。 
・図書室は24時間オープンしており、図書の閲覧、UpToDateへのアクセスが可能である。 
・学会や研究会への参加のための時間が確保されている。 

7.　主要な疾患の年間診療件数 
・カリキュラムに示す70疾患群別の入院患者数の実績は、研修プログラム、添付資料「カリキュ
ラムに示す疾患群のうち主要な疾患の年間診療件数」を参照。 
・剖検体数は2013年度13体、2014年度10体、2015年度20体。 

8.　年次ごとの症例経験到達目標を達成するための具体的な研修の目安 
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・研修開始時に、各専攻医が臨床研修期間中に経験した疾患について、担当指導医と共にその妥
当性を確認し、研修ログに入力する。 
・専攻医は経験した疾患（症例）を日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）に登録す
る。 
専門研修修了に必要な29症例の病歴要約をこのシステムに登録する。 
・各年次の主担当医として経験する疾患群と症例数、病歴提出数の到達目標は、「表.　内科専
攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について」を参照。 
・技能，すなわち、経験症例の診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針決
定の到達目標は、専門研修１年終了時には指導医とともに行うことができる、2年次には指導医
の監督下で行うことができる、３年終了時には自立して行うことができる。 

9.　自己評価と担当指導医評価、ならびに360度評価を行う時期とフィードパックの時期 
(1) 専攻医の評価の方法 
・評価者は、J-OSLERに評価の内容を登録する。 
・評価の結果は同システムを通じて集計され、1か月以内に担当指導医に伝えられる。担当指導
医は専攻医に形成的にフィードパックするとともに、評価内容を内科専攻医研修管理部会に報告
し、改善点を協議し、専攻医に改善を促す。 

(2) 疾患（症例）の経験と到達度の評価 
専攻医による自己評価 
・専攻医は、担当指導医と常にコミュニケーションを取り、研修ログに入力された症例の評価や
臨床研修センターからの報告などにより研修の進捗状況を常に把握する。 
・専攻医は担当指導医（必要に応じて、統括責任者）と適時面談し、専攻医が経験すべき症例に
ついて報告・相談する。 
担当指導医による評価 
・研修ログに入力された症例について、その内容や履修状況を確認し、専攻医にフィードパック
を行い、承認する。この作業は日常臨床業務での経験に応じて順次行う。 
・担当指導医は、subspecialty上級医と協議し、専攻医が充足していないカテゴリー内の疾患を
可能な範囲で経験できるよう、3か月ごとに主担当医の割り振りを調整する。 

(3) 病歴総括の評価 
専攻医による自己評価 
・研修ログに入力された病歴総括の評価や臨床研修センターからの報告などにより研修の進捗状
況を常に把握する。 
・内科専門医ボードのピアレビュー方式の査読・形成的評価に基づき、専門研修3年次修了まで
にすべての病歴要約が受理されるように改訂する。これによって病歴記載能力を形成的に深化さ
せる。 
担当指導医による評価 
・研修ログに登録された病歴要約の内容や履修状況を常に確認し、内科専門医ボードによる査読・
評価で受理されるように、形成的な指導を行う。 

(4) 360度評価 
・統括責任者は評価者として、担当指導医、subspecialty上級医に加えて、看護師長、メディア
ルスタッフ（看護師、臨床検査・放射線技師・臨床工学技士）、事務員などから、接点の多い職
員5人を指名する。 
・評価は無記名方式で行う。 
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・連携施設での評価は、各施設の内科専攻医研修管理部会に委託して回答を得る。 
・毎年2回（8月と2月、必要に応じて臨時に）行う。 
・評価項目は、社会人としての適性、医師としての適正、コミュニケーション、チーム医療の一
員としての適性。 
・担当指導医が取りまとめ、J-OSLERに登録する（他職種はシステムにアクセスしない）。 
・結果はJ-OSLERを通じて集計され、担当指導医から形成的にフィードパックを行う。 

10.　プログラム修了の基準 
　研修期間修了約1か月前に、内科専門医研修プログラム管理委員会を開催し、担当指導医から研
修終了用件の確認の報告を受け、委員会で、これを確認し、終了判定する。 
　研修終了のためには、以下に示す全ての項目を満たすことを必須とする。 
1) 症例経験：主担当医として、70疾患群から1症例以上、合計200症例以上について、主担当医
として適切な診療。 
2) 経験すべき診察・検査等：J-OSLERに特定されている項目の達成。 
3) 経験すべき手術・処置等：J-OSLERに特定されている項目について、安全に実施または判定で
きる。 
4) 全29症例の病歴要約について、日本内科学会病歴要約評価ボードによる査読・形成的評価後
の改訂版の受理。 
5) 救急患者や急変患者あるいは重症患者の診療と心肺機能停止状態の患者に対する蘇生手技の
実施。 
6) JMECCの受講。 
7) 地域医療の経験を6か月間行い、コモンディジーズの経験と同時に、中核病院との病病連携や
診療所と中核病院との間をつなぐ病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療などの経験。 
8) 医師および学生、コメディカルに対する教育活動の実績。 
9) 日本内科学会本部または支部主催の生涯教育講演会、内科系Subspecialty学会の学術講演会・
講習会への年2回以上の参加。 
10) 経験症例について院内症例検討会で年1回以上報告。 
11) 臨床研究、もしくは、内科学に通じる基礎研究を行い、筆頭演者または筆頭著者として学会
あるいは論文発表を2件以上。 
12) プログラムで定める講習会の受講。 

11.　研修の中断・休止・プログラムの移動 
(1) 疾病あるいは妊娠・出産・産前後に伴う研修期間の休止 
・プログラム終了要件を満たしている場合、休止期聞が4か月以内であれば、研修期間を延長す
る必要はない。 
・4か月を超える場合は、研修期間が計32か月間になるまで延長が必要。 
・1日8時間未満の研修期間などがある場合には、按分計算（1日8時間、週5日を基本単位とする）
を行なうことによって、研修実績に加算する。 
 (2) 留学期間 
　原則として研修期間として認めない。 
 (3) 他の内科専門研修プログラムの移動 
・事情により必要となった場合には、研修実績をJ-OSLERへ遅滞なく登録する。 
・担当指導医が認証すること、および、内科専門研修プログラム管理委員会と移動後のプログラ
ム管理委員会が、その継続的研修を相互に認証することにより、専攻医の継続的な研修を認める。

・他の内科専門研修プログラムから、内科専門研修プログラムへの移動の場合も同様である。 
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・他の領域から内科専門研修プログラムに移行する場合、他の専門研修を修了し、新たに内科領
域専門研修をはじめる場合、あるいは初期研修における内科研修において専門研修での経験に匹
敵する経験をしている場合には、当該専攻医が症例経験の根拠となる記録を担当指導医に提示し、
担当指導医が内科専門研修の経験としてふさわしいと認め、さらに内科専門研修プログラム統括
責任者が認めた場合に限り、J-OSLERへの登録を認める。症例経験として適切か否かの最終判定
は日本専門医機構内科領域研修委員会の決定による。 

12. 内科専門医申請にむけての手順 
1) 必要な書類 
　・日本専門医機構が定める内科専門医認定申請書 
　・履歴書 
　・川崎市立川崎病院内科専門医研修プログラム修了証（コピー） 
2) 提出方法 
　内科専門医資格を申請する年度の5月末日までに日本専門医機構内科領域認定委員会に提出す
る。 
3) 内科専門医試験 
　内科専門医資格申請後に日本専門医機構が実施する「内科専門医試験Jに合格することで、日
本専門医機構が認定する「内科専門医」となる。 

13.　待遇と研修環境 
　在籍する研修施設での待遇については、各研修施設での待遇基準に従う。 
プログラム、添付資料「基幹施設および連携施設の研修環境と待遇」を参照。 

14.　プログラムの特色 
1) 神奈川県川崎市南部医療圏の中心的な急性期病院である川崎市立川崎病院を基幹施設として、
同医療圏・近隣医療圏および東京都にある連携施設と専門研修施設群を形成する。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る。研修期聞は基幹施設1～2年間、連携施設1～
2年間、計3年間。 
2) 基幹施設である川崎市立川崎病院は、同医療圏の中心的な急性期病院で、地域の病診・病病
連携の中核であり、コモンディジーズの経験はもとより、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る。 
3) 基幹施設では、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
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。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到達目標とする。 
4) 基幹施設には、救急救命センターがあり、3か月間救急科に所属し、救急科指導医の下、救急
救命センター診療チームの一員として3次救急の診療を経験できる。また、集中治療を要する内
科系疾患の診療を経験できる。 
5) 基幹施設である川崎市立川崎病院での2年間と専門研修施設群での1年間の計3年間で、「J-
OSLER（疾患群項目表）」に定められた70疾患群、200症例以上を主担当医として診療経験でき
る疾患の幅と症例数がある。 
6) 希望に応じて、各種検査研修を行う。 
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7) 連携施設では、基幹施設とは立場や地域における役割の異なる医療機関で、在宅医療、終末
期医療、社会的背景を踏まえた医療・介護サポートなどの地域包括ケアなど、内科専門医に必要
なより地域に根ざした診療を経験できる。 
8) 川崎市立川崎病院内科研修施設群の各医療機関が地域においてどのような役割を果たしている
かを経験するために、連携施設で1年間、立場や地域における役割の異なる医療機関で研修を行
うことによって、内科専門医に求められる役割を実践する。 
9) 希望者は連携施設（高次機能・専門病院）で、6か月間、基幹施設や連携施設では経験できな
いより専門性の高い診療や手技、希少疾患を中心とした診療、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ることができる。 
10) 研究会、講演会・講習会、カンファレンスおよび学会に参加して、知識を習得する。 
11) 院外研究会や学会での発表、論文の執筆を通して、リサーチマインドの素養の習得と発表能
力を高める。 

14.　継続したsubspecialty領域の研修の可否 
　カリキュラムの知識、技術・技能を修得したと認められた専攻医は、研修期間3年目には、積
極的にsubspecialty領域専門医取得に向けた知識、技術・技能研修を開始することができる。こ
れには、subspecialty診療科外来、subspecialty診療科検査での研修が含まれる。 

15.　逆評価の方法とプログラム改良姿勢 
1) 専攻医はJ-OSLERを用いて、担当指導医および研修プログラムについて無記名式逆評価を行
う。逆評価は毎年8月と2月に行う。その集計結果は担当指導医、施設の研修委員会、およびプ
ログラム管理委員会が閲覧し、集計結果に基づき、内科専門研修プログラムや指導医、あるいは
研修施設の研修環境の改善に役立てる。なお、複数の研修施設に在籍して研修を行う場合には、
研修施設ごとに評価を行う。 
2) 内科専門研修プログラム管理委員会は、改善事項を・即時改善を要する事項、・年度内に改
善を要する事項、・数年をかけて改善を要する事項、・内科領域全体で改善を要する事項、・特
に改善を要しない事項、に分類して適時対策を討議する。 

16.　研修施設群内で何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難な場合の相談先 
　研修施設群内で何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難である場合は、日本専門医機構
内科領域研修委員会を専攻医や担当指導医の相談先とする。 
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川崎市立川崎病院　内科専門研修プログラム　指導医マニュアル 

1.　期待される指導医の役割 
1) 専攻医1人に1人の担当指導医が、内科専門研修プログラム委員会により決定される。  
2) 担当指導医は、常時専攻医と十分なコミュニケーションを取る。 
3) 担当指導医は、専攻医の研修の内容と履修状況を把握し、フィードパックおよび承認を行う。 
4) 担当指導医は、専攻医およびsubspecialtyの上級医と面談し、専攻医が経験すべき症例につい
て報告・相談し、充足していないカテゴリー内の疾患を可能な範囲で経験できるよう、主担当医
の割り振りを調整する。 
5) 担当指導医は、病歴要約の作成促進と、内科専門医ボードによる査読・評価で受理されるよ
うに形成的な指導を行う。 
6) 担当指導医は、subspecialty上級医と協議し、知識、技能の評価を行う。 

2.　専門研修プログラムにおける年次到達目標と評価 
1) 年次到達目標 
　プログラム、添付資料「川崎市立川崎病院内科専門研修において求められる「疾患群」、「症
例数」、「病歴提出数」について」を参照。 
　症例や病歴要約の登録、　指導医の評価と承認は、日本内科学会専攻医登録システム（「J-
OSLER（疾患群高目標）」）を用いて行う。 
専門研修1年： 
・症例：専攻医は、カリキュラムに定める70疾患群のうち、20疾患群以上を経験し、研修内容
を登録する。登録状況について指導医の評価と承認が行われる。なお、初期臨床研修での経験症
例については、事前に内科専門研修経験症例としてふさわしいと判断された場合には、症例を登
録し評価を行う。 
・病歴要約を10編以上登録する。 
・技能：研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方
針決定を指導医と共に行うことができる。 
・態度：専攻医自身の自己評価、指導医とメディカルスタッフによる360度評価とを複数回行っ
て態度の評価を行い担当指導医がフィードバックを行う。 
専門研修2年： 
・症例：カリキュラムに定める70疾患群のうち、通算で45疾患群以上の経験をし、その研修内
容を登録する。 
・専門研修修了に必要な病歴要約をすべて記載して登録を終了する。 
・技能：研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方
針決定を指導医の監督下で行うことができる。 
・態度：専攻医自身の自己評価を行う。専門研修1年次に行った評価についての省察と改善が図
られたか否かを指導医がフィードバックする。 
専門研修3年： 
・症例：主担当医としてカリキュラムに定める全疾患群を経験し、200症例以上経験することを
目標とする。修了認定には、主担当医として通算で最低56疾患群以上の経験と計160症例以上（外
来症例は1割まで含むことができる）を経験し、その研修内容を登録する。 
・専攻医として適切な経験と知識の修得ができることを指導医が確認する。 
・既に専門研修2年次までに登録を終えた病歴要約は、日本内科学会病歴要約評価ボードによる
査読を受ける。形成的により良いものへの改訂を促す。但し、改訂に値しない内容の場合は、そ
の年度の受理を一切認めないこともある。 
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・技能：内科領域全般について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈、および治療方針
決定を自立して行うことができる。 
・態度：専攻医自身の自己評価、指導医とメディカルスタッフによる360度評価を複数回行って
態度の評価を行う。専門研修2年次に行った評価についての省察と改善とが図られたか否かを指
導医がフィードバックする。また、基本領域専門医としてふさわしい態度、プロフェッショナリ
ズム、自己学習能力を修得しているか否かを指導医が専攻医と面談し、さらなる改善を図る。 
2) 3か月ごとに、J-OSLERにて専攻医の研修実績と到達度を確認する。研修実績と到達度が充足
していない場合には該当疾愚の診療経験を促す。 
3) 6か月ごとに、J-OSLERにて病歴要約作成状況を確認する。病歴要約が充足していない場合は
該当疾患の診療経験を促す。 
4) 6か月ごとに、プログラムに定められている所定の学術活動の記録と各種講習会出席を確認す
る。 
5) 毎年8月と2月とに実施される自己評価、担当指導医による評価、ならびに360度評価の結果
に基づき、担当指導医は専攻医にフィードパックを行い、形成的に指導する。2回目以降は、以
前の評価についての省察と改善とが図られたか否かを含めて、担当指導医はフィードバックを形
成的に行い、改善を促す。 

3.　個別の症例経験に対する評価 
1) subspecialtyの上級医と十分なコミュニケーションをとり、J-OSLERで、専攻医による症例登
録の評価を行う。 
2) J-OSLERでの専攻医による症例登録に基づいて、当該患者の電子カルテの記載、退院サマリ
作成の内容などを吟味し、主担当医として適切な診療を行っていると第三者が認めうると判断す
る場合に合格とし、担当指導医が承認を行う。 
3) 主担当医として適切に診療を行っていると認められない場合には不合格として、担当指導医は
専攻医にJ-OSLERでの当該症例登録の削除、修正などを指導する。 

4.　J-OSLERの利用方法 
1) 専攻医による登録された症例の評価に用いる。 
2) 担当指導医による評価およびメデイカルスタッフによる360度評価と専攻医に対する形成的
フィードパックに用いる。 
3) 登録された病歴要約を校閲し、指導の後の承認に用いる。 
4) 日本内科学会病歴要約評価ボードによるピアレビューを受けた病歴総括について、指摘事項に
基づいた改訂を促し、受理されるよう指導に用いる。 
5) 登録された学会発表や論文発表の記録、出席を求められる講習会等の記録について、各専攻
医の進捗状況をリアルタイムで把握するのに用いる 
6) 研修の修了要件を満たしているかの判定に用いる。 

5.　担当指導医および研修プログラム逆評価 
 J-OSLERを用いて、専攻医は担当指導医および研修プログラムの無記名式逆評価を行う。集計
結果は、担当指導医、施設の研修委員会、およびプログラム管理委員会が閲覧可能であり、内科
専門研修プログラムや担当指導医、あるいは研修施設の研修環境の改善に役立てる。 

6.　指導に難渋する専攻医の扱い 
　必要に応じて、臨時（毎年8月と2月とに予定の他に）で、J-OSLERを用いて専攻医自身の自己
評価、担当指導医による内科専攻医評価およびメデイカルスタッフによる360度評価（内科専門
研修評価）を行い、その結果を基に内科専門研修プログラム管理委員会で協議を行い、専攻医に

 2



対して形成的に適切な対応を試みる。状況によっては、担当指導医の変更や在籍する専門研修プ
ログラムの異動勧告などを行う。 

7.　指導医の待遇 
　各施設における規定による。 

8.　指導者研修の出席義務 
　厚生労働省や日本内科学会の指導医講習会の受講を推奨する。指導者研修の実施記録として、
J-OSLERを用いる。 

9.　日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」の活用 
　内科専攻医の指導にあたり、指導法の標準化のため、日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」
を熟読し、形成的に指導する。 

10.　研修施設群内で何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難な場合の相談先 
　日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とする。
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