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平成３１年度採用 

川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター 

後期研修プログラム募集要項

「ケモから緩和・在宅まで 

がんから高齢者ケアまでの統合的緩和ケア。」 

■ ケアセンター後期研修コース 

■ 緩和ケア・在宅ケア専門研修コース (５年目以降) 

１ 病院名／部門 川崎市立井田病院／かわさき総合ケアセンター  

（１）開設者  ：川崎市長 

（２）病院長  ：中島 洋介  

（３）研修責任者：かわさき総合ケアセンター所長 宮森 正 

（４）指導体制 ：宮森 正、石黒 浩史、佐藤 恭子、西 智弘、久保田 敬乃 

① 日本緩和医療学会認定研修施設（平成 26 年４月１日～平成 31 年３月 31 日） 

② 日本緩和医療学会          専門医：佐藤 恭子 

暫定指導医：宮森 正、石黒 浩史 

③ 日本在宅医学会認定研修施設     認定指導医：宮森 正 

④ 日本内科学会認定医制度教育病院   内科研修責任者：内科部長・副院長 伊藤 大輔 

⑤ 日本がん治療認定医機構認定研修施設 がん薬物療法専門医：西 智弘  

２ 募  集 医師免許取得後３年目以上の医師 若干名 

３ 身  分 川崎市非常勤嘱託員 

４ 待  遇 基本給：３年次 451,800 円、４年次 461,800 円、５年次 551,800 円、６年次 651,800

円、当直料：１回 30,000 円以上、休暇：有給休暇 10 日/年、夏期休暇５日、そ

の他特別休暇あり、社会保険：厚生年金保険・健康保険・労働者災害補償保険あ

り 

５ 研修期間 原則として平成31年４月１日から平成33年３月31日までの２年間または１年間、

年度途中からの採用希望については応相談。 

６ 応募資格

（１）ケアセンター後期研修コース 

医師免許取得後２年間の初期臨床研修修了者 

（２）緩和ケア・在宅ケア専門研修コース 

後期研修終了後の卒後５年目以降の者 
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７ 出願書類

（１）履歴書（写真添付、将来の希望領域を記入のこと） 

（２）健康診断書  

（３）医師免許証の写し 

（４）臨床研修病院の指導医の推薦状（ケアセンター後期研修コース） 

現在所属の医療機関における指導医の推薦状（緩和ケア・在宅ケア専門研修コース） 

（５）研修中の病歴３症例分又はそれに相当する業績

８ 受付期間 随時 

９ 応募先  〒211-0035 

川崎市中原区井田２－27－１ 川崎市立井田病院庶務課 今井 健市 

電話：（代表）044-766-2188 ＦＡＸ：044-788-0231 

ホームページ ：http://www.city.kawasaki.jp/33/cmsfiles/contents

/0000037/37855/ida/index.html 
メールアドレス：83idakyo@city.kawasaki.jp 

10 交通機関 東急東横線日吉駅西口から徒歩 15分又はさくらが丘行きバス５分 

11 川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンターの概況 

（１）川崎市立井田病院 

①病床数  383 床（内科病床 約 230 床 結核 40 床、緩和ケア病床 23床含む） 

②患者数等 平均在院患者数 282.0 名、年間入院患者：6,911 名、死亡数：512 名、内科系入 

院患者数 3,549 名(平成 29 年度) 

③院内診療センター 

透析センター、内視鏡センター、外来化学療法センター、ICU/CCU、結核病棟、かわさき

総合ケアセンター等 

④認定状況 

日本医療機能評価機構による病院機能評価認定病院 

日本医療機能評価機構による緩和ケアモジュール認定 

地域がん診療連携拠点病院認定 

各種学会認定教育病院 

（２）かわさき総合ケアセンター 

かわさき総合ケアセンターとは、高齢化社会を支える総合的地域ケアの拠点とするために

1998 年に川崎市立井田病院内に設置された部門で、緩和ケア、高齢者ケア、在宅ケア及び地

域連携の４つのキーワードのもとに運営されていいます。 

かわさき総合ケアセンターでは、緩和ケア病棟 23 床、在宅ケア・医療相談部門、地域包括

ケアとの連携、訪問看護ステーション、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、ボ

ランティア支援などを重層的に活用でき、川崎市立井田病院本院や地域の開業医院と連携し

て重層的に患者・家族を支えています。 
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（３）診療実績（平成 28年度） 

①緩和ケア 病棟年間新入院患者：275 名  

②在宅ケア 年間実患者：183 名、往診延べ数：1,552 件、悪性腫瘍患者：128 名、在宅看取

り：42 名、緩和ケア病棟入院：60名 

③一般病棟でのケアセンター科の緊急緩和ケア入院患者数：341 名 

12 かわさき総合ケアセンターの後期研修・専門研修

緩和ケア、在宅ケア、高齢者ケアについて、ケアセンター中心に研修を行いますが、院内の

他の診療部門、例えば内視鏡センター等での研修を希望する場合は自由に追加する事が出来ま

す。腫瘍内科医の協力のもとで、がん化学療法の導入から維持療法、さらには緩和、在宅まで

一貫して主治医を務める研修を行います。 

化学療法から早期の緩和ケア、緊急緩和ケア、緩和ケア病棟さらに在宅緩和ケアまで統合し

た緩和ケアを行います。 

緩和ケア、在宅ケアまで行う中で、高齢患者の在宅移行や在宅ケアマネジメントに立ち会い、

在宅緩和ケア、在宅終末期ケアについて責任を持って行うことで、地域包括ケアの最も重い症

例を経験することができます。 

かわさき総合ケアセンター研修プログラムの研修目標 

■指導体制 

宮森 正 ：日本内科学会認定医・指導医、日本緩和医療学会暫定指導医、がん治療認定医 

石黒 浩史：日本緩和医療学会暫定指導医、日本消化器内視鏡学会認定医 

佐藤 恭子：日本内科学会認定医、日本緩和医療学会専門医、日本プライマリ・ケア連合学 

会認定指導医、日本リハビリテーション医学会専門医 

西 智弘 ：日本内科学会認定医、がん治療認定医、がん薬物療法専門医 

久保田 敬乃：日本麻酔科学会専門医・指導医 

■上位目標 

緩和ケア・在宅ケア・高齢者ケア・地域連携をキーワードとして、病院から地域、家庭から

病院までを継続的に、診療・ケアすることにより、患者・家族・地域に深い造詣を得ることが

できる。 

■到達目標 

かわさき総合ケアセンターにおける緩和ケア、在宅ケアに関する知識技術習得のための研修

計画である。基本的に、日本緩和医療学会専門医研修プログラム及び日本在宅医学会専門医研

修プログラムに準拠した研修計画となっている。 

（１） ケアセンター短期研修では、在宅ケア患者、緩和ケア患者の診療と研修に従事する。 

（２） 研修医は、ケアセンター緩和ケア病棟・在宅ケア部門・緩和ケアチーム・一般病棟・緩 

和ケア外来・外来化学療法センター・外来等を現場として、研修を行う。 
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（３） 当院の「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」の受講をすることができる。 

（４） 心理カウンセリングは臨牀心理士の指導をうける。 

（５） 癌看護の指導は、専門看護師による指導をうける。 

（６） 在宅看護は訪問看護師、ケアマネジメントはケースワーカーによる指導をうける。 

（７） 高齢患者、医療依存度の高い患者の在宅移行と在宅ケアを実施することで、地域包括ケ 

アを経験する。 

（８） 当直業務は、当直料の支払いを受ける事ができる。 

■到達目標の概略 

緩和ケア 

（１） 癌患者の身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛、家庭的苦痛を 

理解できる。 

（２） 患者・家族とコミュニケーションできる。 

（３） 癌患者・家族の全人的サポートができる。 

（４） 弱オピオイド、強オピオイドの効果的な使用ができる。 

（５） 非ステロイド性鎮痛剤の使用ができる。 

（６） 鎮痛補助薬の効果的な使用ができる。 

（７） 代表的な病態の症状緩和ができる。 

（８） 終末期の輸液、薬物療法の判断ができる。 

（９） DNAR、セデーションの判断と説明ができる。 

（10） 看取りの対応ができる。 

（11） 早期からの緩和ケアと緩和ケア緊急症に対応できる。 

腫瘍内科 

（１） がん化学療法を経験し、抗がん剤を活用できる。 

（２） 化学療法の導入に際して、適応を判断し、患者に説明できる。 

（３） 化学療法のレジメンを選択、作成できる。 

（４） 抗がん剤の副作用に対処できる。 

（５） 緩和ケアを早期から導入できる。 

（６） 放射線療法を理解し、必要に応じて利用できる。 

在宅ケア 

（１） 介護力の構造が理解できる。 

（２） 介護力の病態とケアが理解できる。 

（３） 在宅ケアの適応と対応が判断できる。 

（４） 入院患者の在宅移行を円滑に行うことができる。 

（５） 往診での診療、判断、治療ができる。 

（６） 在宅での治療継続、中止、入院の判断ができる。 

（７） 在宅での薬剤の使用法がわかる。 
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（８） 在宅での疼痛コントロール、オピオイドの使用法がわかる。 

（９） 在宅での看取りの判断、対応ができる。 

（10） 在宅家族とのコミュニケーションができる。 

（11） 介護保険の利用ができる。 

（12） 地域の医療・看護・介護スタッフと連携・協力して地域包括ケアができる。 

（13） 入院治療が必要な場合には、主治医として入院中の医学管理ができる。 

高齢者ケア 

（１）高齢者の緊急入院に対応し適切な治療とケアができる。 

（２）高齢者の特性を理解し治療ケアを適切にできる。 

（３）地域包括ケアを行うために、在宅移行支援と在宅ケアを適切に行うことができる。 

■研修時の担当患者 

受け持ち患者は、以下の通りになります。 

（１）緩和ケア病棟入院患者 

・緩和ケア病棟に入院患者の診療 

(２) 腫瘍内科の入院患者 

   ・外来化学療法室外来 

   （化学療法の導入、ケモ中の症状悪化時の入院） 

(３) 緩和ケアチーム(がんサポートチーム)の回診、受け持ち。 

・緩和ケアチームの活動に参加します。  

（４) 緩和ケア外来診療 

・緩和ケアの初診外来と再診外來があり、対応します。 

・緩和ケア患者の外来ケアを行います。 

（５）在宅ケア患者の在宅医療  

・在宅ケア相談部門で在宅ケアを行っている患者の往診。在宅ケア。 

（６）在宅患者・外来患者の入院時の受け持ち 

・在宅患者・外来患者の病状悪化入院時の受け持ち 

・在宅へ移行するためのケアプランの作成 

・病状評価患者の診療 

(７) 高齢者ケア・地域包括ケア 

 ・ケアプラン病棟にて高齢者の急性期から在宅移行・在宅ケアまでを支援することを体験

する。 

(８) 非がん患者の緩和ケア 

   ・非がん患者の緩和ケア、終末期ケアを入院治療し、在宅に往診する。 

(９) 地域連携 

   ・地域の医療機関や、訪問看護ステーション・ヘルパーらと協力して地域包括ケアを行う。 
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(10) 開業医院からの連携紹介入院患者の受け持ち 

(11) 内科順番割り当て患者の受け持ち 

・急患、専門科に分類できない、多臓器障害などの患者の受け持ち割り当てがあります。 

・血液疾患、結核病棟患者の受け持ち割り当てがあります。 

(12) 各種チーム医療参加 

・NST、感染管理チーム、褥創チーム、嚥下チームなどへの参加が可能です。 

(13) その他 

内科カンファレンス、早朝症例検討会、一般内科患者、内科一般外来、救急当番、当直

（ケアセンター・内科で合計月４回程度）等のルーチンワークの割り当てに応える義務が

あります。 

所属は、ケアセンターに所属し、受け持ち患者を持ちますが、希望により、院内の診療

科を研修に回ることが出来ます。また、内視鏡、超音波検査などのテクニカルな研修を希

望の場合にも、対応可能で、個々の後期研修医の希望に添って、研修メニューのオプショ

ンは自由に設定します。 

ケアセンターでは、後期研修医のために、別紙のとおりの研修項目を履修することがで

きますが、別に、本院では、内科カンファレンス、初期、後期研修医のためのクルズス、

職員研修会、CPC 等の勉強会が行われていますので、随時出席することが可能です。 

後期研修は、個々の症例について、受け持ち患者を診療し、上席医の指導を受けながら、

臨床能力を向上していくことが可能です。 

かわさき総合ケアセンターでの後期研修は、緩和ケアと在宅ケア、高齢者ケアを地域の

中で連続して、プライマリーケアとして一貫して診療することにより、病気を抱えた患者

を全人的に理解し診療・ケアすることができるのみならず、患者を取り巻く家族や地域社

会への理解と造詣を深めることができるところに特徴があります。 

また、自治体病院の一般内科の診療も一部受け持つことにより、地域社会で要求される

内科一般の知識・技術・症例を豊富に経験することができ、内科一般から緩和ケア、在宅

ケアまでのプライマリーケアに要求される幅広い能力を取得することができます。 

また、当院は院内各科との連携協力関係が極めて円滑であり、希望によっては内科系に

限らず、外科系の知識技術の習得も求める者には、機会を設けることができます。 

さらに、当院は３か月の短期の在宅ケア・緩和ケアに特化した研修プログラムも用意さ

れており、希望に応じた研修を行うことができます。(但し、報酬は、当直手当のみ。基本

的に、所属医療機関からの派遣研修となります。) 

ケアセンターの研修を受けることにより、あらゆる在宅医療、在宅ケアに関する臨床能

力を習得することができます。腫瘍内科のがん薬物療法専門医の指導により、化学療法の

研修も行い、がんに関しては、化学療法から緩和ケア、在宅緩和ケアまでの研修を行うこ

とができます。 

プライマリーケアを基盤として、緩和ケア、在宅ケア、高齢者ケア、家族ケア、内科系

全般の診療能力を磨きたい、との志を持った若い諸君の集結を心待ちにしております。 
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川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター 緩和ケア病棟の特徴 

かわさき総合ケアセンターは、時代の要請を踏まえて川崎市立井田病院のキュアからケアへの

機能を強化し、高齢化社会を支える総合的地域ケアの拠点とするために、病院スタッフ、地域代

表等により建議され、川崎市長・川崎市議会の決断により、1998年に開設された。 

緩和ケア病棟は、1995年にモデル緩和ケア病棟4床を設置して始まり、1998年にかわさき総合ケ

アセンターに20床の緩和ケア病棟が設置された。 

川崎市立病院の緩和ケア病棟の理念として、「自治体病院として市民から信頼され市民が安心

してかかれる病院つくり」「市民による市民のためのホスピス病棟」をめざし「障害や痛みを持

った市民に対し、地域社会の中で身体から心までのケアを提供していく」事を目的としている。

2006年８月に日本医療機能評価の緩和ケア機能の認定を受け、以後認定更新している。

(http://www.report.jcqhc.or.jp/jcqhc/pdf_download.php?documentid=39) 

2009年４月には、日本緩和医療学会研修認定施設、日本在宅医学会研修認定施設として認証さ

れた。川崎市内の初期研修医、川崎市立病院の後期研修医、家庭医療研修医コースの短期研修及

び2年間の後期研修や専門医研修、専門看護師研修の受け入れを行い、2008年からは、地域の医師、

看護師、薬剤師などを対象として、緩和ケア研修会の開催やかわさき在宅ケア・緩和ケア症例検

討会を開催し、地域の緩和ケアや在宅緩和ケアの普及に取り組んでいる。2013年には3床増床され、

23床となった。 

病床はすべて個室であるが、経済的負担に配慮して、19床は室料差額なしで利用できる。癌で

経済的に逼迫していても、高額医療減免制度や委任払い制度を用いれば、経済的な心配はいらな

い。付き添い家族のための家族室やサンルームなども用意している。 

患者家族の電話相談や受診入院相談には、専従のコーディネーターが相談に当たっている。初

診外来は１件１時間の枠をとり、時間をかけて医師、看護師、コーディネーターが初診面談を行

い、患者家族にとって最良の選択が得られるように支援している。緩和ケア病棟入院、入院予約、

外来経過観察、精査加療のために一般病棟入院、在宅ケアなど、その時々の患者さんにとって最

適な療養場所を選択することができる。 

当センターの在宅ケア医療相談部門と連携して在宅ケアを行い、地域の患者さんは在宅ホスピ

スでも、入院緩和ケアでもどちらでも選択することができる。また在宅ホスピスを行っていた患

者さんの苦痛がひどくなり在宅が困難となれば、緩和ケア病棟に入院することができる。安定す

れば、また在宅ケアに戻ることも可能である。 

緊密なチーム医療・チームケアを行っており、専従医師、内科医師、臨床心理士、精神科医師、

看護師、栄養士、薬剤師による合同検討会も週２回行っている。院内各科との協力体制も緊密で、

放射線科との協力によるリニアックによる鎮痛緩和放射線療法をはじめとして、必要に応じて院

内各科の医師の対診や臨床心理士によるカウンセリングが随時可能である。ケアセンターには専

任当直医をおき、夜間でも随時医師の対応が可能である。 

QOLを重視したケア方針のもとで、熟達した医師によるオピオイドその他の薬剤を駆使した鎮痛

療法、高い技術水準と心のこもった看護師によるケアだけでなく、食養科による口にあった食事

の提供、アロマテラピー、温灸療法、園芸療法、音楽療法などの心地よさを実現する補完療法を

導入し、患者ケアの水準を高めている。また、定期的に、音楽会、桜の花見、夏祭り、月見、正
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月などの各種イベントを開催し、患者家族のケアに役立てている。市民ボランティアの協力を得

て、園芸療法、音楽会、絵手紙教室、ティサービスなどを開催し、患者家族の慰問を行っている。

市民ボランティアの癒す力は極めて大きい。 

「痛みがとれたが、天井を見て寝ているだけ」ではなく、残された機能や能力を活用して、「生

きていて良かった」と思えるよう一日一日少しでも良い日が送れるようにケアし支えることを目

標として日々努力している。 



9 

かわさき総合ケアセンターの在宅ケアの特徴 

かわさき総合ケアセンター内には、病院直営の在宅ケア医療相談部門、社会福祉法人委託によ

る地域包括支援センター、デイサービスセンター、市看護協会の訪問看護ステーションの４つの

在宅支援部門があり、うち３か所で居宅介護支援事業・ケアマネジメントを行なっている。 

在宅ケアの機能分担としては、終末期患者や難病などの医療依存度の高い患者の在宅ケアは、

在宅ケア医療相談部門が担当し、介護依存度の高い場合は、地域包括支援センターが、看護依存

度の高い例は、訪問看護ステーションが担当し協力連携して在宅ケアに当っている。 

 在宅ケア医療相談部門には、訪問看護師４名、ケースワーカー３名、クラーク１名がおり、在

宅介護移行支援、訪問看護、往診・居宅療養管理指導、ケースワーカーによる医療相談、医療社

会事業を行なっている。 

往診は、ケアセンター常勤医師、当直医師、井田病院医師が定期往診・緊急往診を必要に応じ

て行なっている。ケアセンターには、夜間休日は常時日当直を１名置いているので、在宅ケア患

者の諸問題や在宅看取りにも 24 時間往診にて対応することができる。 

在宅ケア医療相談部門は、病院直属の在宅ケア部門として、入院中から在宅ケアマネジメント

を開始し、突然の在宅ケアの開始にも継続ケアを直ちに対応でき、あらゆる医療依存度の高い在

宅ケアに対応できる。特に在宅ホスピスケアには力をいれており、終末期患者の在宅での疼痛緩

和、精神的支援、家族支援、社会支援を行なうことができる。在宅での看取りや急変にもケアセ

ンターに当直医を置いているために 24時間常に対応できる。苦痛が激しくなったり、介護者の疲

労で在宅ケアが困難な状態になった場合には、緩和ケア病棟に収容して、継続的に緩和ケアを行

なうことができる。 

当院の在宅ケア対象地域内のがん緩和ケア患者は、緩和ケア病棟の入院ケアも在宅ホスピスケ

アもどちらも自由に、必要に応じ、時期を変えて選択利用することができる。開業医の在宅ケア

を支えるため、24 時間連携診療体制を組んでいる。日本在宅医学会専門医研修施設として研修プ

ログラムを履行できる。http://www.zaitakuigakkai.org/k-sen-kensyu-ichiran.html

当院の研修プログラムでは、特に在宅高度医療、在宅緩和ケア、在宅終末期ケアを十分に経験

できるだけでなく、入院から在宅、在宅から入院の経過を連続して診療することで、患者、家族、

地域についてより深く理解することができるようになる。 

近年、高齢者の独居や老老介護家庭の増加、重症医療依存度の高い患者、がんの在宅緩和ケア

患者、在宅終末期、在宅看取り患者が増加している。地域の医療・看護・介護のチームと協力し

て、最も困難な患者家族の地域包括ケアを行う経験を積むことができる。 

往診範囲：おおむね病院から車で 15 分程度の範囲。 

対象患者：通院困難で、重症、不安定な例を中心とする。 

癌末期、難病、IVH や人工呼吸器など医療依存度の高い例、胃瘻や経管栄養など、開

業医院対応困難な処置のあるもの。在宅看取り、終末期対応。夜間急変の可能性ある

場合。重症不安定で再入院の可能性高い場合。社会的経済的問題があり、注意深い経

過観察の必要な場合等 

※軽症例・安定例の患者は、地域の開業医へ紹介、24時間連携診療体制とする。


