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協力型臨床研修病院一覧 
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京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 

 

H30 年度 京都大学医学部附属病院群医師臨床研修プログラム 
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京大病院プログラム たすきがけ病院地図

松江市立病院 

赤穂市民病院 
姫路医療センター 

高松赤十字病院 

静岡県立総合病院

静岡市立静岡病院 
市立島田市民病院

大津赤十字病院 

大津市民病院 

滋賀県立成人病センター 

市立長浜病院

彦根市立病院 

日本赤十字社和歌山

医療センター 

岸和田市民病院 

大和高田市立病院 

福井赤十字病院

京都医療センター

三菱京都病院 
京都桂病院 

公立豊岡病院 

北野病院

関西電力病院 
大阪赤十字病院 
大阪府済生会野江病

院

枚方公済病院
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たすきがけ病院紹介ページ 

 

 
病院名 紹介ページ 

静岡県 静岡県立総合病院  

静岡市立静岡病院  

市立島田市民病院  

福井県 福井赤十字病院  

滋賀県 市立長浜病院  

彦根市立病院  

市立大津市民病院  

大津赤十字病院  

滋賀県立成人病センター  

京都府 京都医療センター  

三菱京都病院  

京都桂病院  

大阪府 枚方公済病院  

北野病院  

大阪赤十字病院  

関西電力病院  

大阪府済生会野江病院  

市立岸和田市民病院  

奈良県 大和高田市立病院  

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター  

兵庫県 公立豊岡病院  

赤穂市民病院  

姫路医療センター  

島根県 松江市立病院  

香川県 高松赤十字病院  

 



たすきがけ病院で研修するプログラム 
 

Ｂプログラム    募集実績 1１名 

1 年目：京都大学病院、2 年目：たすきがけ病院 

 

〈Ｂプログラムを選択した研修医のコメント〉 

・1 年目に京大病院での研修を経験すると、採血等の手技、コメディカルの方々とのコミュニケーションの仕方など

が身に付きますので、2 年目以降はどこの病院でもやっていけるようになりますよ。 

・京大は研修医が多いので、京都大学出身でない私は１年目に友人をたくさん作れると思ったので選択しました。 

・学生時代、「１年目は大学病院で頭を使い、２年目は市中病院で身体を使え」と言われてきたのでＢプログラム

を選びました。しっかり指導してもらえるのも魅力的です。 

 

Ｃプログラム    募集実績  ２８名 

1 年目：たすきがけ病院、2 年目：京都大学病院 

 

〈Ｃプログラムを選択した研修医のコメント〉 

・２年目は京大に戻り行きたい科を回り、３年目そのまま入局することを考えているのでＣプログラムを選びました。 

・１年目が協力病院だと common disease を多く診ることができ、２年目は専門的な疾患を見ることができるので

良いと思いました。 

 

※・各病院の受入枠はＢ，Ｃそれぞれ２名程度で、選考試験の成績や希望等を勘案し研修する 

病院を決定します。 

  ・定員、研修内容等に変更があった場合は当院研修センターホームページで通知します。 

・京大病院での研修内容は当院研修センターホームページを、たすきがけ病院での研修内 

容は次ページ以降をご覧ください。 
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静岡県立総合病院 （静岡県） 

 
病床数 
７12 床（一般６62 床、結核 5０床） 

 

病院の特徴 

静岡県内公的医療機関における中核的な病院として、各種疾患に対し総合的な診療はもとより、循環器系疾

患及び悪性新生物、臓器移植に重点を置いた高度医療を行っています。2003 年 8 月に地域がん診療拠点病

院に指定され、2006 年 10 月には静岡ＰEＴイメージングセンターを開設、2007 年 7 月には地域医療支援病院

の承認を受け、2008年8月には循環器病センターを開設し、各種政策医療とともに診療機能の向上に努めてい

ます。また、2015 年 9 月に、卒後臨床研修評価機構（以下「ＪＣＥＰ」という。）の実施評価を受け、ＪＣＥＰの定め

る基準を満たす臨床研修病院として、認定期間 4 年の高い評価をいただいております。さらに、2013 年7 月には

救命救急センターをスタートさせ、救急医療の充実を図り、引き続き「かかりつけ医」である診療所や病院等との

連携を強め、地域の皆様がより安心できる医療体制の整備を進めています。 

 

医師数 

255 名（2016 年 4 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 

単独型  21 名（2016 年実績）/たすきがけ 1 名、自治医 2 名（2016 年実績） 

 

     〃     ２年次 

単独型  19 名（2016 年実績）/たすきがけ 0 名、自治医 2 名（2016 年実績） 

 

処遇 

（１） 身分：地方独立行政法人静岡県立病院機構有期雇用職員 

（２） 手当：1 年目 月額 39 万円程度（各種手当て含む、税込み） 

賞与 54 万円程度（年間計、税込み） 

          ２年目 月額 42 万円程度（各種手当て含む、税込み） 

賞与 75 万円程度（年間計、税込み） 

（３） 勤務時間及び休暇：当院の規定による 

（４） 宿日直：当院の規定による 

（５） 宿舎の有無：有り 

（ただし空室の状況によっては民間賃貸住宅の借上げる予定） 

（６） 社会保険の有無：有り（健康保険、厚生年金保険、雇用保険） 

（７） 医師賠償責任保険の適応の有無：有り 
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研修プログラムの特徴 

静岡県立総合病院は基幹型臨床研修病院として機能し、静岡市内精神科４病院群（静岡県立こころの医療

センター、宗美会清水駿府病院、清人会日本平病院、溝口病院）、静岡県立こども病院（小児専門病院）、静

岡てんかん神経医療センター（てんかん・神経難病・重傷心身障害児（者）専門病院）に協力型臨床病院として、

また、介護老人保健施設ケアセンター瀬名、山の上病院、静岡市保健所、浜松市国民健康保険佐久間病院

及び静岡市内の 65 の医療機関、診療所に、研修協力施設として参加してもらい臨床研修病院群を構成してい

ます。 

２年間の研修期間中は教育研修部に所属し、期間内に厚生労働省の案に沿って内科、救急部門、麻酔科、

外科及び地域医療を必修科目として、小児科、産婦人科及び精神科を選択必修科目として研修します。 

静岡県立総合病院初期臨床研修プログラムの特徴として、プライマリケアと的確な救急蘇生を行うことをできる医

師を養成するために、１年次に麻酔科２か月のローテーションに加え、１ヶ月の配属となります。また 2 年次に希

望者はＵＣＬＡ研修や静岡がんセンターでの研修も可能です。 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 

当院では、「信頼し安心できる質の高い全人的医療」の理念の下、多くの患者様の診療にあたり、地域の基幹

病院としての役割を担っています。また、当院におけるスタッフ、症例数の多さは、研修医の期待にこたえられるも

のであり、多くのことを学ぶことができると思います。情熱を持ち真剣に医療に取り組む若き研修医を歓 迎しま

す。 

   

 

研修スケジュール（年間） 

（例）一般プログラム 

区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２

 ３ 

１年次 総合診療科 内科選択 放射線 外科 救急 麻酔 

２年次 神経内科 呼吸器内科 地域 小児 循環器内科 精神 産婦 消

化器内科 
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静岡市立静岡病院 （静岡県） 

 
病床数 

５０６床（一般５００床、感染症６床） 

 

病院の特徴 
静岡市立静岡病院は、140 有余年の歴史を有し、地理的にも市の中心部に位置し、31 科、506 床を有する

総合病院で、急性期医療を担う静岡市の中核病院である。歴史と実績の有る循環器科、心臓血管外科を中心

に幅広く高度・専門医療を提供する一方、市医師会と協力し、オープンシステム、イーツーネット（二人主治医

制）・オレンジカード（２４時間緊急受診システム）、イエローカード（在宅療養患者緊急時受け入れシステム）など

特徴ある病診連携システムを構築し、救急医療でも救急搬送患者数 5,894 件と、政令指定都市静岡市の救急

体制の中で中心的な役割を果たし地域医療体制の充実に力を入れている。平成 28 年４月１日に地方独立行

政法人に移行。スタッフ一同さらなる飛躍を目指している。（NPO 法人卒後臨床研修評価機構（ＪＣＥＰ）の更新

期間 4 年認定（平成 28 年度から）） 

 
医師数 

157 名（2017 年４月１日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型  13 名（2017 年実績）/たすきがけ 4 名（2017 年実績） 

 
     〃  ２年次 

基幹型  13 名（2017 年実績）/たすきがけ 0 名（2017 年実績） 

 
処遇 

１年次支給額（税込み）基本手当月額 328,800 円 、賞与年額（936,258 円）、２年次支給額（税込み）月額

337,800 円、賞与年額（1,452,540 円）、住宅手当（５～８万円の民間住宅を病院借上げ、自己負担月 1 万円） 

時間外勤務手当、当直手当、公的医療保険、公的年金保険労働者災害補償保険法適用、医師賠償責任保

険有、雇用保険、医師住宅あり、有給休暇（年 20 日）ほかに夏季休暇等あり 

 
研修プログラムの特徴 

当院の臨床研修体制は、静岡市地区の豊富な医療資源を活用し、当院を管理型臨床研修病院とし、市内４

精神病院、市医師会診療所、富沢病院、西伊豆病院、共立蒲原病院、県立こども病院（小児科）、静岡市立清

水病院（神経内科）、静岡市保健所からなる臨床研修病院群で構成されています。臨床研修プログラムは、1 年

次、内科 6 ヵ月、外科 2 ヶ月、整形外科１ヶ月、麻酔 2 ヶ月、救急 1 ヶ月、2 年次、小児科 1 ヶ月、産婦人科 1

ヶ月、精神科 1 ヶ月、地域保健・医療 1 ヶ月、選択 8 ヵ月のスーパーローテート方式です。選択 8 ヵ月について

は、既習診療科の再履修を含め、専門科について、1 ヶ月単位で選択研修できます。救急については、特に力を

入れ、1 ヶ月の救急専従研修以外に、1 年を通して毎月 3 回研修当直に当ります。指導体制は、経験豊富な指
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導医がたくさんおり、マンツーマンの指導を行っています。また、シミュレーションラボを設置し、基本的な手技の修

得に利用しています。各診療科のローテート研修と平行し、救急セミナー、感染症セミナー、外科系集中講座、ト

リアージ・災害医療訓練、などを行い、研修プログラムの内容の充実を図っています。当院は、京都大学、浜松

医科大学の協力型臨床研修病院でもあり、多様な研修医と交流することも有意義なことと考えます。静岡市は、

新幹線を利用すれば、東京、名古屋 1 時間弱、京都２時間弱と交通がとても便利であることも意外と知られてい

ないことなので強調しておきたいと思います。病院職員一同、熱い思いを胸に指導に燃えています。全国の医学

生の皆さん京都大学と共に静岡病院の臨床研修プログラムにぜひチャレンジして下さい。 

(研修プログラム責任者 前田 明則 血液内科 京都大学 昭和６０年卒） 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

本院の内科系臨床研修システムは３つにグループ化された専門科をローテートするものです。私の専門の血

液内科は、２ヶ月間の研修が進行します。造血幹細胞移植などの専門的治療も実施していますが、１年次の研

修医の皆さんにとっては、化学療法時の末梢血管確保、点滴回路のセット、注射薬剤混注などの初歩的手技の

勉強になるほか、不明熱、リンパ節腫脹、各種貧血などプライマリーケアに役立つ症例を経験し、考え方を学ぶ

場が提供されます。スタッフは専門科であると同時に総合マインドも持っていますので、診療科、年齢、職種の垣

根を越えて病棟内では和やかに相談、助言、指導が行われています。内科認定医資格取得にも役立つ症例豊

富です。静岡は東京にも近く交通至便です。皆様がた、ともに医学を学び良き医療を推進していきましょう。 

 
研修スケジュール（年間） 
 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

1 年次 内科 外科 
整形

外科
麻酔科 救急

２年次 選択科目 
精神

科 

地域

医療 

小児

科 

産婦

人科

 
 

 

 

 

 

 

ＥＲでは、様々な疾患を経験し、分からないことがあれば、すぐに

上級医や専門医にコンサルトできました。 

内科が全科そろっており、研修医でも専門医にコンサルトし易か

ったですし、住居等、研修医が仕事をする環境が整っていまし

た。 
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市立島田市民病院 （静岡県） 

 
病床数 
  ５３６床 

 

病院の特徴 
地域基幹病院として、チーム医療を念頭に全科で質の高い医療・看護を目指しています。特に救急医療に 

ついては、住民、行政、救命士との協力体制を作り上げ、迅速な救急医療を目指しています。独立した救急セ

ンターでは、同一フロア内で診断、救急治療を可能とする設備を有しています。当院とＮＥＣで共同開発した電

子カルテ「Ｍega Ｏak」が稼動しており、画像はフィルムレスです。地域病院である当院は、壁のない各科の協

力体制の下で豊富な疾患が経験でき、現場主義で鑑別診断能力、手術を含めた手技を身につけることができ

ます。症例カンファレンスを積極的に行っており、医師のスタートに選択する意義のある病院と自負しています。

また、初期研修医専用の研修医室があり、お互いに交流し切磋琢磨できます。 

 

医師数 
82 名（2017 年 4 月１日現在） 

 

初期研修医在籍数１年次 
基幹型   ３  名（2017 年度実績）/たすきがけ  ３  名（2017 年度実績） 

 
     〃      ２年次 

基幹型   ４  名（2017 年度実績）/たすきがけ  ０  名（2016 年度実績） 

 
処遇 

身分：地方公務員（正規職員） 

給与：１年次・月約410,000円、年総支給額約6,360,000円  

2年次・月約473,000円、年総支給額約7,790,000円 

手当：図書費20万円/年、出張旅費20万円/年、BLS、ACLS及びICLS受講費全額補助 

宿日直手当等（35,000円/回ただし副直は10,000円/回）及び当直時の実労働時間外手当（副直時

は除く）、剖検立合いの際は解剖手当を支給（4,000円/回） 

保険：あり（静岡県市町村職員共済組合）、勤務医賠償責任保険（包括） 

宿舎：あり 

研修プログラムの特徴 
①救急研修は１ヶ月の設定枠に加え、救急学会専門医の指導の下に内科系救急チームの一員として、更に

外科救急を含み2年間継続。ＡＣＬＳ、ICLS取得をサポートし、その内容に沿った救急実技、蘇生手段、薬

物使用を学習。症候から入る診断や治療指針の系統的講義、実技を月1回行い、日本内科学会のJMECC

も院内で開催 

②内科研修6ヶ月の間に、毎週心エコー、腹部エコー研修を行い、救急で活用 
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③2年次研修中に、総合診療新患外来を週１回6ヶ月研修 

④総合診療科指導医が、各研修科の指導医とは別にローテート全期間をバックアップ 

⑤卒中科で内科外科両面から脳血管障害を研修 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

思い出してください、医学部合格発表の日を。どのような医師になりたいと思い描いていましたか。困っている

患者さんを救いたい、難治とされている病気を解明し治療法を見つけ出したい、ひたすら研究をしたいなど、さ

まざまな考えや理想をもって大学に入り、学んでこられましたね。 

初期研修が義務化され、病院毎に研修プログラムが設定されています。研修では、周りとすぐにとけ込める

人とそれが苦手な人、日々与えられたことを黙々とこなしている人、カンファレンスや学会で積極的に発言し、

分からないことはその場で調べ、指導医にも質問しまくる人など、それぞれ個人差があります。大切なことは、

「自分がどうなりたいのか」を常に考え、節目に自己評価をしっかり行うことです。今の自分には何が欠けている

のか、それを補うのにはどうしたらよいのかを考えて研修してください。私たち指導医には、いつでも相談してくだ

さい。いきなり「こうしなさい」という指導ではなく、どう考えるか、どうしたらよいのかを皆さんとの対話を通して、

「自分の頭で考えることができる医師」に育つような研修を目標としています。 

研修医は病院の宝です。指導医だけでなく看護師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、薬剤師、

栄養士まですべての人たちが指導を通じて緊張感を保ち、病院全体が活性化します。毎年研修内容を整備し、

研修医の希望も考慮しながら改善しつづけています。 

研修スケジュール（年間） 
○ 研修スケジュール （一例です。履修順序は研修医により異なります。） 

１年次 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

内科 

            救急科 

外科 脳卒中科 救急科 麻酔科 

２年次 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

小児科 

   救急科 

地域

医療 

選択必修科目 自由選択科目 

           救急科 

■ １年次の内科は、循環器、呼吸器、消化器を２ヶ月毎ローテート 

■ ２年次の選択必修科で、内科系は血液、腎臓、糖尿病・内分泌から２科を選択 

外科系は整形、脳外、泌尿器から単科の選択で２ヶ月 
■ 救急研修は、救急科単独 1 ヶ月と２年間を通して日・当直以外に日勤帯の救急車対応を学ぶ 

■ 地域医療研修（必須）：本川根診療所、高木医院、朝比奈診療所 

                 静岡県立こころの医療センター、清水駿府病院 

■ 地域保健研修(選択)：介護老人保健施設アポロン、静岡県中部健康福祉センター 
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福井赤十字病院 （福井県） 

 
病床数 

６00 床 

 
病院の特徴 

当院は「人道・博愛の精神のもと、県民の求める優れた医療を行います｣を病院の理念として、全人的な高度

の専門医療を提供するよう努めています。当院が担っているのは、急性期医療、救急医療、災害時の救護医療

で、初期の卒後臨床研修に適した病院です。 

当院は地域の中核病院であり、数多くの症例を経験できます。救急患者数は年間18,000件を超えています。 

また、当院では「患者の体と心に優しい治療」を行うために、内科系と外科系が協働するセンター化構想や内視

鏡外科手術を推進しています。  

 
医師数 

常勤医師 134 名（2017 年４月１日現在。歯科医師を除く） 

 
初期研修医在籍数 １年次 

基幹型 3 名（2016 年実績）/たすきがけ 2 名（2016 年実績） 
     〃  ２年次 

基幹型 6 名（2016 年実績）/たすきがけ 0 名（2016 年実績） 
 
処遇 
【身分】 常勤嘱託医師 

【研修手当】  1 年目 365,000 円（月額）、2 年目 385,000 円（月額） 

【賞与】  予定額 １年目 400,000 円 ２年目 600,000 円（基本額に対して職員に準じて支給） 

【研修手当】 1 年目 30,000 円（月額）、2 年目 50,000 円（月額） 

【当直手当】 1 年目 1 回 5,000 円（宿直 7：00－24：00・日直 8:30－17:00） ２年目 1 回 10,000 円（宿直

17：00－翌 8：30・日直 8:30－17:00） 

【通勤手当】 あり  

【独身寮】 徒歩圏内に 2 棟 51 室あり（空室があれば入居可、月額 22,000 円）  

【住居手当】 28,500 円まで（独身寮に入居しない場合）  

【勤務時間】 8：３0～17：00   

【休暇】 土曜日、日曜日、祝日、日本赤十字社創立記念日（5 月 1 日）、年末年始（12 月 29 日～ 

 1 月 3 日）、有給休暇、忌引、結婚等  

【社会保険】 健康保険、厚生年金、厚生年金基金、労災保険、雇用保険等 

【医師賠償責任保険】 団体保険は病院で加入 個人保険の加入は任意  

【その他】 研修医専用の医局・専用机あり、学会・研究会への参加可（発表の場合は旅費支給。参加のみは年

に 1 回旅費支給。）、職員旅行（日帰り～3 泊 4 日）あり 
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研修プログラムの特徴 

①当院は地域の中核病院であり、日常診療で遭遇する病気から、高度な治療を要する重症・難治性疾患まで

様々な症例を経験できます。救急受入患者数は年間18,000件を超え、当直業務でも多くの救急疾患を経験

できます。 

②当院では、内科系と外科系が協働するセンター化構想を推進しており、脳神経センター、呼吸器センター、消

化器センター、周産期母子医療センター、腎センター、がん診療センターを設置しています。そのため、症例を

内科系・外科系両方の視点からアプローチする経験ができます。 

③患者の体と心にやさしい医療を提供するために、内視鏡外科手術を推進しており、外科、泌尿器科、産婦人

科の技術認定取得医で構成する「内視鏡外科手術アカデミー（ＦＲＥＳＴＡ）」で初期および後期研修医を対象

に定期的に技術研修を行っています。 

④総合診療部を創設し、臨床研修体制を強化しています。 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
当院における卒後臨床研修は原則１診療科に研修医 1～2 名のため、希望する手技はもれなく経験すること

ができます。 

救急外来の当直では、当直医と共に軽微な疾患から重症患者まで様々な症例を経験することができます。ま

た、院内には SCU 医師、麻酔科医師も毎日当直しており、必要時はいつもでもサポートを得ることができます。    

ローテートする診療科については、研修医の要望を聞きながら決めていく体制になっており、研修医が途中で

進路を変更してもそれに柔軟に対応することができます。 

また、ローテート以外にも、希望する研修があればその要望にもできるだけ応えるようにしています。 

どんどん自分から要望・意見を提案するような、熱意のある研修医が集まることを期待しています。 

 
研修スケジュール（年間） 

   

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１年目 救急 ３ヶ月 内科 ６ヶ月 外科３ヶ月 

             

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

２年目 
地域

医療 

小児

科 

地域 

保健 
選択科 ９．５ヶ月  

※１年目に精神科をローテートしていない場合は、２年目にローテートすること。 
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当院での研修の特徴は大規模病院でありながら、非常に自由な研

修を実践できるところだと感じています。指導医や他科の先生に質

問しやすいのはもちろんのこと、優しく熱心な看護師の方々にも支え

られています。また、検査部・薬剤部・リハビリなどコ・メディカルの

方々とのコミュニケーションもよく、分からないことも聞きやすい環境

です。 

２年になると救急外来では基本的に初期診療を任され、病棟でも

主治医の立場で動く機会も増えてきますが、上級医の先生方も快く

バックアップしてくれます。神経内科・脳神経外科医が常勤する

SCU などの超急性期の治療から、市中肺炎・骨折などの common 

disease に至るまで、幅広い症例に触れることができます。 

ぜひ一度見学に来てください。充実した研修になるよう、また、患者

さんのためになるよう、一緒に頑張りましょう。 

 

 

研修医からのコメント 
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市立長浜病院 （滋賀県） 

 
 

病床数 

６００床 

一般 ４９６床 （うち地域包括ケア病棟 ５０床）、療養病棟 ５２床、回復期リハビリテーション病棟 ５２床 

 

病院の特徴 

長浜市は日本 大の湖である琵琶湖と同じ面積を持ち、人口は約 12 万人です。東海道新幹線の駅がある隣

の米原市とともに、人口 16 万人の湖北保健医療圏を形成しています。湖北保健医療圏は琵琶湖の北東に位置

し、湖と山に囲まれ、戦国時代の史跡や文化財が多く残る風光明媚な地域です。 

当院は湖北保健医療圏の基幹病院で、超急性期から、急性期、回復期、慢性期の患者すべてに対応してい

ます。当院は地域完結型の医療を目指しており、多種多様な疾患を診ることができます。 

 

医師数 

８６名（２０１７年４月１日現在） 

 

初期研修医在籍数 

１年次 ０名  ２年次 ３名 

 

処遇 

■給与  １年次 300,000 円／月+各種手当［年収 5,600,000 円程度］ 

２年次 350,000 円／月+各種手当［年収 7,800,000 円程度］ 

■社会保険  協会けんぽ、厚生年金、雇用保険、労働災害保険 

■医師賠償責任保険  病院賠償責任保険及び勤務医賠償責任保険（包括方式） 

■宿舎（民間アパート借上げ） 

病院から数分の物件が中心、駐車場１台分基本完備、２ＬＤＫで月額２万円（実勢家賃６～８万円） 

■院内保育所あり 

３か月～３歳児まで、保育料月額１５，０００円、出退勤時の送迎にも便利 

 

研修プログラムの特徴 

①救急医療と全人的なプライマリケアを重視した初期研修 
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② 長１１か月の選択科目では、研修医の自主性を尊重した自主プログラミングによる研修が可能、プログラ

ム変更についても、希望に応じて柔軟に対応 

③内科研修は、血液、腎臓代謝、神経、呼吸器、消化器、循環器の各内科専門領域を、内科全般のプライ

マリケアが修得しやすいように配慮 

④地域の基幹病院としての充実した設備、幅広く充分な症例の経験が可能 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 

当院では研修医の自主性を重んじた研修プログラムを組んでおり、病診連携、病病連携、地域・在宅医療を

含めて幅広く学ぶことができます。 

研修の 2 年間で本当に学んでほしいこと。それは、人間としての基本的マナー、メディカルスタッフとの協調性、

患者に対する誠実性、謙虚に反省できる能力。 

研修医の皆さんの未来への希望が、病院スタッフを元気づけてくれることを願っています。 

 

研修スケジュール（年間） 

   

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１年 

次 

内科 

６ヶ月 

救急部門 

３ヶ月 

選択必修 

３ヶ月 

             

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

２年

次 

地域

医療 

１ヶ月 

選択科目 １１ヶ月 

 

研修医からのコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

選んだ理由 

・病院見学の際に魅力的な先生に出会うことができたため。 

・一人一人の患者と密に関わり、common disease を学べる地域医療に初期

研修で関わってみたいと思ったため。その中でも豊富な設備と、規模が備

わっている病院であったため。 

・地元に近くて一般的な症例が経験できる市中病院だから。 

アピールポイント 

・入院者数や救急症例数は多く、面倒見のよい先生方からいろいろなことが

学べる病院です！ 

・積極的に希望すれば、ほとんどの手技をさせていただけます。 

・個々人のレベルにあわせて研修ができます。各科相談しやすいです！見学

だけでも来てください。 

・田舎ではありますが交通の便はよく、各種お店も揃っており不便さを感じさせ

ません！ 
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彦根市立病院 （滋賀県） 

 
病床数 

４３８床 

 

病院の特徴 
当院は、1891 年に創立された滋賀県下で も歴史のある病院です。2002 年に現在地に新築移転し、湖東

地域の中核病院として急性期の医療を担っています。手術件数(平成 28 年度：約 3,494 件)や救急患者数(同

約 21,208 人)でも県内有数の病院です。各診療科の垣根が低く、フレンドリーな雰囲気が特徴です。  

当院では、「住みなれた地域で健康をささえ、安心とぬくもりのある病院」を基本理念として掲げ、その実現のた

めに、次の 5 つの基本方針を定め、実践に努めています。 

・湖東保健医療圏の総合的医療センターとして高度な医療を提供する。  

・安全性、信頼性の高い良質な医療を提供する。  

・患者の権利と満足度に配慮した患者中心の医療を提供する。  

・公立病院として保健・医療・福祉機関との連携をはかる。  

・教育・研修機能をもつ地域に開かれた病院をめざす。  

 
医師数 

常勤医師 67 名、非常勤医師 80 名 （2017 年 4 月 1 日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

管理型 3 名 （2017 年定員）/管理型 1 名、協力型 1 名 （2017 年実績）  

     〃     ２年次 
管理型 3 名 （2017 年定員）/管理型 1 名、協力型 0 名 （2017 年実績）   

 
処遇 

■ 給料、手当等 

1 年次基本手当 330,000 円／月、 2 年次基本手当 360,000 円／月、 宿直手当 20,000 円/回 

1 年次賞与 140,000 円／年、 2 年次賞与 260,000 円／年 

※＜年額（見込み）＞ 1年次：約510万円、2年次：約600万円（諸手当含む。宿日直回数等により異なる） 

■ 勤務時間 

月～金 8：30～17：15 （宿日直を除く） 

■ 休暇 

  有給休暇 1 年次 10 日、 2 年次 10 日、 夏期特別休暇 有、 年末年始休暇 有 

■ 住居 

研修医用宿舎 有 15,000 円／月、 駐車料金 3,000 円／月 
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 (2DK、バス・トイレ・TV・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ付き) 

 

研修プログラムの特徴 
医師として基本的な診療能力を身につけ、チーム医療を実践しながら患者の権利と満足度に配慮した患

者中心の医療を習得することを目的とします。患者のみならず、スタッフとのコミュニケーションを十分に図り、

安全性、信頼性の高い良質な医療を行う基本姿勢を重視します。さらに、医師として常に医学知識技の習得

に努めるよう心掛けることも重要です。 

院内の各診療科のみならず、地域の精神科病院、診療所、保健所とも協力し、プライマリケアをはじめとし

た様々な基本診療能力を効率よく身につけられるように、本プログラムは企画されています。 

 

 

研修スケジュール（年間） 
 

月 ４～９月 １０～１２月 １～２月 ３月 

 

1 年目 

 

内科 

（６診療科） 

救急 

（麻酔科、ICU）

選択必修科目 

（小児科、産科、外科、麻酔

科、精神科のうち２科） 

希望 

選択科 

 

月 ４～３月 

 

2 年目 

 

 

希望選択科（将来進みたい科から選択） および 地域医療（１ヵ月間） 

 

 
 
研修医からのコメント 
 
 

 

 

 

 

 

 

・とても自由で、研修医の待遇もよく、たくさんの優秀な先生方に

かわいがって頂きました。忙しさに追われすぎることが良い研修

ではないと思います。数をこなすのではなく、どれだけ１人の患

者さんをきちんと診るかが研修として最も重要なことだと思うし、

自分が健康でなければ良い研修はできないので、自分のペー

スで研修できた一年間はとても実り多いものでした。 

・地方の中規模病院には少人数ならではの自由な雰囲気と素

晴らしい環境があるように思います。自分なりに病院について

情報を集めて（ホームページ、先輩など）、容易に有名どころに

流れずに自分にあった病院を見つけてください。 
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市立大津市民病院 （滋賀県） 

 
病床数 

４４５床 

 
 
病院の特徴 

びわ湖と比叡山が一望できる絶景に位置する本院は、良質な高度先進医療を地域に優しく提供することを

使命とし、進化する仕組み創りとして下記の７つを基本方針と定め、さらなる医療の質向上と病院機能の効率

的運用に努めています。 

 

【目指す方向性とあるべき病院の姿】 

市民とともにある健康・医療拠点 

 

【７つの基本方針】 

① 質の高い医療を効率的・安定的に 24 時間 365 日提供する病院 

② 幅広く市民の健康をサポートする病院 

③ 患者やその家族の気持ちを感じ取り行動していく病院 

④ 地域の医療機関が患者のために協働したくなる病院 

⑤ がんばりたい医療スタッフをひきつける病院 

⑥ しっかりとした経営感覚を持った病院 

⑦ 目標を設定し、持続的に進化する病院 

 

 

医師数 
132 名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型８名、たすきがけ３名（2017 年実績） 

 
     〃     ２年次 

基幹型７名、たすきがけ１名（2017 年実績） 
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処遇 
身   分：研修医（地方独立行政法人市立大津市民病院嘱託職員） 

給   与：１年次３１５，７００円（月額）、２年次３２６，４００円（月額） 

手   当：通勤手当、期末手当、時間外手当等の支給基準は別に定めるところによる 

       副直手当（１回：１万円） 

保   険：健康保険・厚生年金・雇用保険、労災保険、病院賠償責任保険・勤務医賠償責任保険に加入 

健康管理：定期健康診断、電離放射線健康診断、小児感染症（麻疹・風疹・ムンプス・水痘）、 

B 型肝炎の抗体価検査、ワクチン接種、インフルエンザ予防接種（全て病院負担）  

休   暇：年次有給休暇：２０日（４月１日から翌年３月３１日まで） 

       その他の休暇については別に定めるところによる 

研修活動：学会等への参加可能 

       演者の場合（年１回に限り）：１０万円を限度に旅費、参加費（１万円上限）を補助 

研修医室：仮眠室、ロッカー、個人用デスクあり 

そ の 他：院内保育所、食堂、コンビニエンスストア、理容室、洗濯室、自動販売機等あり 

 
 

研修プログラムの特徴 
研修医個々の研修意欲を最大限に受け止めるために、研修医代表者として研修医長（２年次）と副研修医

長（１年次）を設定し、積極的に研修運営に関与してもらうことにより、病院から指示された研修業務に加えて、

研修医が希望する研修を恒常的なプログラム改善に反映させています。 

日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態

度、技能、知識）を身につけることを研修の目的としています。将来の進路にとらわれず初期治療、救急医療

などの基本的な知識・技術を修得すると共に、患者の立場に立って思いやりと気配りのできる医師が目標で

す。 

臨床研修は自己研鑽が基本です。知識や技能の修得はもちろんですが、人格の涵養に重点を置き、医師

としての人格教育を基本に探究心と医の心をもち社会人としても尊敬される医師の養成を目指します。 

研修には急性期医療のほかに感染症（１類、２類、結核）、神経難病、緩和医療、医療の質・安全管理室の活

動を通じて医療安全や感染症管理も学びます。 

なお、当院の臨床研修については、ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構（ＪＣＥＰ）の認定を取得しています。 

 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
研修医個々のMy goalに向けた取り組みを継続的に支援します。生の医療ニーズに触れる中で死生観を展

開し、医療人としての個々の役割（My goal）を見極めてください。全科、後期研修への継続性を踏まえた指導

を行います。後期研修との連続性の中で関連学会認定に必要な研修が完全履修できるなど、研修充実への

最大限の支援体制を目指しています。 

研修を通してマーケット（患者・地域）ニーズをとらえる力を付けてください。仕事上の意思決定（臨床・進路

など）を最適化する最強のツールは、自分なりの真摯なニーズ分析だと思います。あせらず My goal を目指し

てください。武士（もののふ）のやばせの舟は早けれど急がば廻れ瀬田の長橋 
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研修スケジュール（年間） 
 （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 
研修医からのコメント 
 

 

研修内容は毎年必ず、院長・臨床研修センター所長・副所長と研修医と

の間でディスカッションを行い、研修医が望む研修により近づけるように

調節してもらえます。選択期間が長く、選択科をフレキシブルに選ぶこと

ができます。救急では Common disease から興味深い症例まで多岐に渡

る疾患の初療をさせてもらうことができ、自分の力の範囲内で仕事を任さ

れ、自分の力を越えたと思えば必ずコンサルトできるという最も研修医が

成長しやすい環境です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
精神科

産婦人科

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

救急 地域医療 選択科目

内科 麻酔科 救急 選択科目
一年次

ニ年次
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大津赤十字病院 （滋賀県） 
病床数 

796 床 

 
病院の特徴 

当院は 36 診療科による一般診療、各科がん診療、がん化学療法、血液がんに対する無菌室療法並びに自

己・同種造血幹細胞移植などの治療に積極的に取り組み、“がん診療連携拠点病院”としての役割を担っていま

す。 

救急医療体制については、高度救命救急センターを中心とした体制の充実、地元医師会との連携による小児

科医の常時当直体制の確立など地域拠点病院として対応しています。また、NICU・MFICU による総合周産期母

子医療センターを開設し積極的に取り組んでいます。さらに、地域医療支援病院として地域連携を重視し、医療

機器の共同利用、地域医療従事者対する研修など地域中核病院として急性期医療の充実を目指しています。 

また、基幹災害拠点病院として災害時用の医療品・資機材の医療救護セットを備蓄し、災害時には滋賀県の

中心病院としての役割をはたすとともに、他府県の災害時には DMAT や救護班を現地に派遣します。 

・高度救命救急センター（ICU/CCU） ・ 総合周産期母子医療センター(MFICU/NICU) 

・がん診療連携拠点病院 ・地域医療支援病院 ・基幹災害拠点病院 ・エイズ診療拠点病院 

・滋賀県難病医療拠点病院 ・日本医療機能評価機構認定病院(一般病院２)  

 
医師数 

200 名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 
初期研修医 １年次 

単独型 14 名/たすきがけ 2 名（2017 年実績） 

 

     〃  ２年次 
単独型 12 名/たすきがけ 1 名（2017 年実績） 

 
処遇 

身   分：研修医師（常勤嘱託医師・1年毎の契約更新方式） 

給   与：1年次35万円、2年次36万円 

       通勤手当、当直手当、時間外手当（所属長の命令によるもの）を別途支給 

賞   与：年2回各20万円 

保   険：健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険等に加入 

宿   舎：単身用あり 

健康管理：年２回健康診断を実施 

医師賠償責任保険：加入 

学会出席等：年１回（院内規程に準ずる） 
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研修プログラムの特徴 

当院のプログラムは、厚生労働省の基本指針に基づき、研修医が修得すべき目標を履修出来るようにプログ

ラム・カリキュラムを組んでいます。また、高度救命救急センターを運営している特性により、救急医療について重

点をおいた研修を行い、プライマリ・ケアとしての救急、麻酔を重点的に十分研修が行えるよう時間を確保してい

ます。さらには、小児科にも重点を置いています。研修２年次に選択期間を設定し、目標修得のため弾力的な運

営が行えるように各診療部との調整を行います。 

  

指導医から学生さんへのメッセージ 
大津赤十字病院は滋賀県大津市(人口 34 万)の中心部に位置する中核病院です。 

外来患者数は 1 日 1546.5 人、病床数 796 床、急性期を中心に地域が必要とするさまざまな方々のニーズ

に応えています。特に県内で唯一の指定を受けている高度救命救急センターの救急受診者は 30,731 人(1 日

平均 84.2 人)救急車台数 6,843 台(1 日平均 18.7 台)で症例は多彩です。また、当院では従来からのドクターカ

ーの運用に加え、平成 28 年 3 月には県内初の取り組みとして病院派遣型救急ワークステーションを本格運用す

るなど、行政・消防を一丸となって地域の救命率の向上に取り組んでいます。 

研修プログラムについては麻酔科と救急部を別々に 3 ヶ月ローテーションでき、それぞれ十分に研修が行える

ようになっています。 

このような研修環境のもとで、私たちとともに地域医療の充実に取り組んでいきませんか。 

 
研修スケジュール（年間） 

 

（例）研修医 1年次 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 内科 外科 救急 

 

（例）研修医 2年次 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 麻酔 選択 地域 精/選 産婦 小児科 

※地域：大津赤十字志賀病院  精神科：協力病院(滋賀里病院など) 

 

研修医からのコメント 
 

 

 

 

 

 
 

 

・ 特に救急が充実していたので、有意義な実習ができました。 

・ 次第に担当患者数も増え、自分でできる仕事が多くなって充実感を

覚えると同時に忙しくなって一つ一つの仕事が雑になるかもしれま

せん。初心を忘れずに頑張ってください。 
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滋賀県立成人病センター （滋賀県） 

 
病床数 

535 床 

 

病院の特徴 
滋賀県立成人病センターは、がん、脳神経系疾患、循環器系疾患の３大疾病を中心に高度医療、先駆的医療、

包括医療を行い、県民が健康で QOL の高い社会生活を送るための支援を目的としています。 

2001 年 2 月には救急告示病院、2002 年 1 月には臨床研修病院の指定、同年 8 月には地域がん診療連携拠

点病院の指定を受けています。2006 年 6 月からは県立リハビリテーションセンターを開設し、高次脳機能障害に対

する高度リハビリに対応する体制を整えています。2009年2月には都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、

県内全体のがん医療水準の向上に努めています。 

 
医師数 

104 名（2017 年４月１日現在） 

 
初期研修医 １年次 

単独型  6 名（2017 年実績）/京大病院からのたすきがけ 2 名（2017 年実績） 

 
    〃   ２年次 

単独型  3 名（2017 年実績）/京大病院からのたすきがけ 0 名（2017 年実績） 

 
処遇 

（１） 身分：研修医（滋賀県非常勤嘱託員、ジュニアレジデント） 

（２） 給与：1年目年収実績 4,800,000円、2年目年収実績、6,500,000円（平成27年度実績） 

（３） 宿日直：月4～5回程度 

（４） 各種保険：有り 

（５） 宿舎の有無：有り（ただし希望者多数により入居できない場合もあります） 

（６） 健康管理：年1回の職員健康診断の受診 

（７） 医師賠償責任保険の適応の有無：有り 

 
研修プログラムの特徴 

（１）    選択期間を長く設定し、研修医の希望に対応しています。 

（２）    全内科の研修が可能で、効果的な研修を実現すると共に、内科専門医研修にも適しています。 

（３）    充実した麻酔科研修を実施しており、救急医療実施に必須の手技は、十分な経験数を確保できます。 

（４）    小児科、精神科、産科、地域医療は、協力施設での研修となり、多様な施設を経験できます。 
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（５）  緩和ケア科、放射線診断科、放射線治療科や病理診断科などのがん関連の診療科を選択することも可能

で専門性の高い研修が経験できます。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 
   がん、脳神経系疾患、循環器系疾患などの成人病治療を目的とした県の基幹病院です。高齢化社会の県民の

医療ニーズに応えるため、 新の専門的・高度治療を行っています。循環器系、脳神経系は内科、外科とも高度救

急に対応しています。また、一般内科や外科を中心とした地域の救急診療にも貢献しています。 

緩和ケア科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科などは非常に充実しており、良い研修ができると好評

です。日々の研修は症例をこなすのではなく、多彩な症例を 1 例 1 例、丁寧かつ探求心を持って勉強していただき

ます。じっくり、まじめに研修したいと思われる方は、ぜひ見学に来てください。 

 

研修スケジュール（予定） 
○研修スケジュール（一例です。履修順序は研修医により異なります。） 

1 

年 

次 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

内科 7 ヶ月 救急 2 ヶ月 
麻酔

科 

自由 

選択 

外科

系 

夜間休日救急外来対応 

2 

年 

次 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

地域 

産科 

or 

小児科 

精神科 

（2～４W 

選択） 

自由選択 

夜間休日救急外来対応 

 

 
研修医からのコメント 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんは、どういった基準で研修先を選んでおられるでしょうか。当院は、滋賀県のがん拠

点病院であると同時に、脳卒中や心筋梗塞といった地域の救急医療を担う存在でもあります。

専門病院のイメージが強く、研修先を選ぶにあたって正直もっと一般的な病院がよいのではない

かと悩んだ事もありました。しかし実際には、がんの患者さんであっても難病の患者さんであって

も、通院されている患者さんがいる限り common disease は必ず診療する機会がありますし、市

中病院ではなかなか経験できないであろう難しい疾患を抱えた患者さんを診療する機会も多く、

今思えば私の不安は全く取るに足らないものであったと感じています。各科スペシャリストの指

導を直接受けられる環境は数少ないと思いますし、ここ数年で当院を希望される初期研修医の

方の数も増えています。興味を持って頂けた方は、ぜひ一度見学にお越しください。         
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京都医療センター （京都府） 

 
病床数 

600 床 （一般 552 床 救命救急 30 床 ＩＣＵ6 床  ＮＩＣＵ／ＧＣＵ12 床） 

 

病院の特徴 
人口28万人の伏見区の中心部にあり、地域の基幹病院として、急性期を中心に、common diseaseからrare 

diseaseまで、重篤患者から軽症患者まで、幅広い患者に医療を提供しています。その中で、病床数に比して臨

床研修医数を絞っているため、臨床研修医は豊富な臨床経験と手厚い教育・指導を得ることができます。 

 

国立病院機構の中で、当院は内分泌・代謝性疾患の高度専門医療施設、成育医療の基幹医療施設、がん・

循環器・腎及び感覚器疾患の専門医療施設に指定され、その他、政策医療としてはエイズ治療・国際医療協力

施設として位置づけられ、その役割を果たしています。また、高度で総合的な医療機能等を備えた施設（高度総

合医療施設）にも指定されています。 

2011 年にオープンした新中央診療棟には、2 階に救命救急センター（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ、ＨＣＵ）、3 階に特別

室個室（30 床）、５階には京都府がん診療連携拠点病院のなかでは初めてとなる、緩和ケア病棟（全個室 20

床）があります。 

 
医師数 

198 名（2017 年 ４月１日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
単独型  9   名（2017 年実績）/たすきがけ  2  名（2017 年実績） 

 
     〃     ２年次 

単独型  9   名（2017 年実績）/たすきがけ   0  名（2017 年実績） 

 
処遇 

身分：非常勤職員 

給与：約320,000円／月 通勤手当、宿日直手当は別途支給 

保険：各種保険あり 

宿舎 有（20 戸･当院採用の臨床研修医が対象、1 ルーム、ユニットバス)、家賃 5,200 円～5,500 円／月 

 駐車料金 4,000／月 

  

 

 

研修プログラムの特徴 
・  総合内科、救命科を必修とするスーパーローテーションで、臓器横断的な幅広い診療能力を身につけ 
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ることができる。 

・ 上級医の”完備”した状況でのＥＲ当直を通じ、急性期の管理を幅広く経験できる。 

・ 京都市内4カ所の救命救急センターの一つを擁し、1～3次医療を経験できる。 

・ 診療科がそろっていて、また診療各科の垣根が低く、気軽にコンサルテーションできる。 

・ ＥＢＭを重視した診療が行われていて、また院内医局・病棟よりインターネットが使用できる 

・ ＭＳＷの常駐する地域医療連携室をもち、病診連携が密である。 

・ 大学との臨床・研究面での連携が密である。 

 
研修スケジュール 
オリエンテーション約１週間（４月上旬） 

必須ローテーション： 16 ヶ月  

内科（6 ヶ月）： 総合内科（含むリウマチ科）・血液内科（必修）、消化器科、循環器科、呼吸器科、糖尿病・

内分泌内科・腎臓内科、神経内科・脳神経センターの 6 群から 3 つを選び、2 ヶ月ずつ、計 6 ヶ月。 

小児科（2 ヶ月）、外科（2 ヶ月）、産婦人科（1 ヶ月）、麻酔科（2 ヶ月）、救命センター（2 ヶ月）、地域医療（1

ヶ月（開業医、もしくは離島）） 

選択ローテーション： 8 ヶ月 

精神科※（洛南病院）、腫瘍内科、皮膚科、整形外科、形成外科（2 年次のみ）、脳神経、心臓外科、血管

外科、呼吸器外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、放射線科、緩和ケア科、リハビリテーション科、外来精神

科、病理、検査科、結核医療（南京都病院）、神経難病または膠原病内科（宇多野病院）、その他応談 

※洛南病院における精神科研修を推奨しています 

 
※ 研修スケジュールの例 

 1 年目 

 2 年目 

４,５月 ６,７月 ８,９月 １０,１１月 １２,１月 ２,３月 

小児科 産・地域 選択① 選択/精神 選択③ 選択④ 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

救命救急センターと総合内科を擁し、京都大学医学部附属病院では診る機会の少ないcommon diseaseを含

め、様々な傷病の急性期を経験することができます。 

当直では､１、2年次もERチームの一員として一次から三次救急まで担当します。その結果については、毎朝救

命科と総合内科の合同カンファレンスでレビューします。 

当直は月 5-6 回になります。 

なお、１年目に外病院を回るコースが人気のようですが、京大病院で１年間きっちりと鍛えてもらってから、外病

院で多くの多様な患者の診療を経験するのも、学習効率が良いと思います。 

４,５月 ６,７月 ８,９月 １０,１１月 １２,１月 ２,３月 

内科① 
総合内科 

血液内科 
麻酔科 救命 外科 内科③ 



27 
 

 

 

三菱京都病院 （京都府） 

 
病床数     １８８ 床 

 
病院の特徴 

本院は京都市西部地域の基幹病院の１つとして、急性期を中心とした同規模病院をはるかに上回る高度な医

療を行っています。100 床当りの年間入院手術件数は 1149 件で京都府下トップクラス、平均在院日数は 9.4

日で全国平均の 2/3 です。各種学会の認定施設となっており、研修医 1 名当りの指導医数は 11 名と手厚い研

修体制となっています。また、PET-CT・リニアック・心臓血管造影装置・アンギオ CT 装置・マルチスライス CT・

MRI・ハイブリッド手術室・SPECT など高度医療機器も完備しています。2015 年 12 月に京都市西部乙訓地域で

は初の緩和ケア病棟も開設されました。看護体制は、7:1 で、メディカルスタッフも充実しており、多職種によるチ

ーム医療を実践しています。職種間、診療科間の垣根が低く、初期研修医にとって働きやすい病院です。 

 

医師数     60 名（2017 年 4 月１日現在） 

 

 【標榜科】 

総合内科、消化器内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科、呼吸器・アレルギー科 

心臓内科、心臓血管外科、小児科、新生児科、消化器外科、乳腺外科、泌尿器科、整形外科、産婦人科 

眼科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、胸部外科、皮膚科、病理診断科、脳神経外科、

呼吸器外科 

 
初期研修医定員 １年次    たすきがけ   大 2 名 

 
     〃     ２年次    たすきがけ   大 2 名 

 
処遇 

１年次 約３００,０００円/月   ２年次 約３５０,０００円/月  （諸手当含む） 

年次休暇有（１０日間）  

 
研修プログラムの特徴 

当院は、地域の基幹病院として急性期疾患を中心とした Common disease が多く、初期研修医がプライマリケ

アを基本に身に付ける場として適当です。各科の連携が密で、すぐに他科と相談・対応できる雰囲気にあります。 

2007 年に全館免震構造でヘリポートを備える新病院が完成、電子カルテが導入されました。 

京大病院の協力型研修病院として、1 年次は内科系、外科系 2 ヶ月、救急 3 ヶ月・麻酔 1 ヶ月を基本プログ

ラムとし、基本的診療に必要な知識・技能・態度を習得することを目的とします。 
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2 年次は、希望に添えるように、プログラムは配慮されています。地域医療研修として京都南病院(1 ヶ月)、そ

の他は精神科（府立洛南病院：1 ヶ月)と当院標榜科から希望科目となります。 

 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
研修医としてあわただしい日々が続きますが、医師として切磋琢磨できる環境を整えたいと思っています。 

 
研修スケジュール（年間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 上記の年間予定表は基本プログラムであり、研修月は各年度末の研修委員会により調整・決定されます。 

できるだけ希望に添えるようプログラムは柔軟に運営されています。 

 

 

研修医からのコメント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あたたかい雰囲気に包まれて研修生活を送ることが出来まし

た。 

各科の垣根も低いため、科を超えて多種多様な指導を受けられ

るのが当院の魅力だと思います。京都市内という好立地も研修

生活を充実させてくれました。 

質問をすれば、すぐに答えてくれる先生が沢山います。初期研

修医になりたてで疑問ばかりだった私にとっては、とても良い

環境でした。  （平成 26 年度当院にて研修し、本年度入職した内科医

師より） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

糖尿病/
内科

腫瘍内科

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域医療
京都南病院

腫瘍内科
精神科
洛南病院

腫瘍内科

１年次
Cプログラム

2年次
Bプログラム

腎臓内科循環器内科呼吸器内科 内科・消化器内科

消化器外科・心外・乳腺
＊本人の希望で調整

呼吸器内科
胸部外科

内科・消化器内科 麻酔科
循環器内科
腎臓内科
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京都桂病院 （京都府） 

 

病床数 

585 床 

 

病院の特徴 
病院の理念にもとづき、地域の人々の健康と福祉を保障するため、専門的で倫理的な医療を行うとともに、所

有する医療機能を地域の医療体系と連携し、効率的な医療サービスの成果をあげることに努力している。 

職員は医療従事者としての研修に励み、提供できる医療水準の向上と後進の教育に努力している。医療にお

ける人間関係について理解を深めることを基本に、総合病院としての機能を充実させながら、各科の連携のもと

患者中心の全人的な医療を行っている。 

救急医療については 24 時間、迅速かつ適切な対応ができる機能の充実に力を入れている。 

 

医師数 
144 名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
基幹型 6 名（2017 年実績）  /  たすきがけ 0 名（2017 年実績） 

     〃    ２年次 
基幹型 5 名（2017 年実績）  /  たすきがけ 1 名（2017 年実績） 

 
処遇 

給与 1年目  月額 本給 250,000円  ＋ 特別手当 30,000円 

          賞与  夏  250,000円  ×  出勤率   /   冬 500,000円  × 出勤率    

 

2年目  月額 本給 265,000円  ＋ 特別手当 30,000円 

      賞与  夏  265,000円  ×  出勤率   /   冬 530,000円  × 出勤率   

           

社会保険：あり（健康保険、厚生年金保険、雇用保険） 

 
研修プログラムの特徴 

適切な指導体制のもとに、すべての臨床医に必要な基本的知識と技能を実地に錬磨。多様な医療ニーズに

対処しうる広くて高い実力を誇れる臨床医を育成し、医学の進歩に対応して自ら診療能力を開発しうる基礎を養

う。医療における人間関係、特に医師と患者との関係について理解を深め、医の倫理を体得し、医師としての資

質の向上を図り、人格を涵養する研修を行い、医療システム全体の安全性と信頼を確保する意義の重要性を体

得する。 

（1）各科の臨床研修の到達目標を定め、指導医による達成評価と研修医による自己評価および指導医評価 
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を総合的な評価によって、より適切な研修指導方法がそれぞれの研修医に対してとれるように配慮。 

（2）内科は呼吸器内科、消化器内科、循環器内科を中心に研修する。 

（3）外科は、消化器外科 1 ヵ月、選択外科 1.5 ヵ月、整形外科 0.5 ヵ月。 

（4）地域医療では医療過疎地の有床診療所・医院・病院を選択し研修できる。 

（5）選択科は、7 ヶ月間。 

（6）救急科では主に救急外来での初期対応を中心に行う。北米ＥＲ型救急を基本とし、off-the-job training

を定期的に行う。 

  ※詳しくは当院ホームページをご覧下さい。 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
当院の臨床研修の特徴として、研修医が全員参加する学習会の機会が非常に多いことです。毎週金曜日夕

方に研修医会議（院内で研修している研修医は原則全員参加、各診療科もその時間帯の参加を保障している

会議）で様々な企画を計画したり、より満足のいく研修のための議論をしたりすることで、研修医が充実した２年間

を過ごすために主体的に多くのことに関わっています。 

学習会の内容として具体的には、毎月 1 回の模型人形・模擬患者を用いた救急初期対応や中心静脈カテー

テル挿入・気管挿管・救急エコー等の手技に関わるシミュレーショントレーニング、全研修医参加型の毎週 1 回の

救急症例検討会、毎週 1 回の放射線科の読影勉強会、年に２～３回の ACLS 講習会の受講及びタスクとしての

参加等があります。各学習会の内容は直ぐに臨床の現場で役に立つものであり、多くの研修医に好評を得ており、

学習会参加率も非常に高いです。 

 当然各診療科の指導医も研修の充実のためにサポートを惜しみません。当院は内科系・外科系共に充実して

おり、あらゆる common disease を万遍なく経験することが出来るのも特徴です。各科も研修医教育に積極的に関

わり、毎月１回の研修医企画の勉強会で研修医が希望するテーマについて専門科医師が講義を行い、臨床現

場でも各科の指導医が熱心に研修医指導に関わります。 

 電車や飛行機に乗っている時に「誰かこの中にお医者様はいらっしゃいませんか？」と言われ、直ぐに手を挙げ

られるように、超高齢社会の中で多くの病態が複雑に関わる高齢患者さんの様々な問題に対応できるように、臨

床研修中の２年間でプライマリケアについて多くを学んで経験してもらうことを意識しています。 

その他にも研修医の皆さんが楽しんで研修が出来るよう様々な企画を設けていますので、是非当院で一緒に

働きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修スケジュール（年間）  
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※ローテート順は各研修医により異なります。 

[ 研修スケジュール（年間） ]                 

                  

 

＜１年目＞ 

          
６ヶ月 1 ヵ月 1.5 ヵ月 

0.5 ヵ

月 

 
３ヶ月

  
 

            

        内  科   外科   選択外科 
整形 

外科 
救急部門  

                           

 

＜２年目＞ １ヶ月 １ヶ月 １ヶ月 １ヶ月 １ヶ月 7 ヶ月 
 

  小児科 

産婦 

人科 

精神科 

地域 

医療 

救急科     選択科  

                          

 ＜1 年目＞ ★内科……… 循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、内分泌・糖尿内科、膠原病・リウマチ科

  ★外科 3 ヵ月…消化器外科 1 ヵ月、選択外科 1.5 ヵ月、整形外科 0.5 ヵ月 

 ＜2 年目＞ ★精神科…… 入院はいわくら病院での研修 

 ★地域医療… 医療過疎地の有床診療所・医院・病院を 0.5 ヵ月単位で選択 

 ★小児科…… 3 日間の開業医訪問含む 

 ★選択科 

  ○呼吸器センター（外科、内科）、○消化器センター（外科、内科）、○心臓血管センター（外科、内科）、 

  ○救急科、○脳神経内科、○脳神経外科、○血液内科、○内分泌・糖尿内科、○膠原病・リウマチ科、○腎臓内科、 

  ○産婦人科、○乳腺科、○小児科、○耳鼻咽喉科、○整形外科、○形成外科、○泌尿器科、○皮膚科、○眼科、 

  ○放射線科、○精神科、○麻酔科、○病理診断科、○リハビリテーションセンター、○地域保健 

  

 

研修医からのコメント 

 

 

当院は、内科・外科系の専門科が揃っており、先生方は診療や

教育に熱心で気軽にコンサルト出来る環境の中、充実した研修

を送っています。薬剤師などメディカルスタッフの皆さんの意識も

高く、お互いに学び合いながら患者さんを中心としたチーム医療

に取り組んでいます。地域の基幹病院として一次・二次救急を担

っており、症例数、そしてその種類も豊富で興味深いものばかり

です。また、歓迎会や夏祭りなど催し物があり、職種を超えた結

びつきがあるのも魅力の一つだと思います。ぜひ皆さんも京都

桂病院の一員になりませんか？ 
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国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 

（大阪府） 
 

病床数 
313 床 

 

病院の特徴 
当院は枚方市東部地域の唯一の公的病院として地域住民の方々の健康を守るために急性期医療に取り組ん

でいます。平成 21 年度に枚方公済病院としての新体制が始まり、6 年目の今年は ER 救急を中心として高次医

療に対応できる診療体制で地域医療の信頼を得ています。 

診療の特色としては、二次救急指定病院（内科）として 24 時間体制の循環器治療、ＩＣＵ・ＣＣＵ、さらにはモー

ビルＣＣＵを駆使した、さまざまな場面に対応できる救命救急体制を確立しています。また経験豊富なスタッフと

多様な消化器系疾患に対応できる検査・診療機能を持つ消化器センターおよび内視鏡センター、外科による腹

腔鏡下手術、整形外科による人工関節置換術などの専門性や技術を要する医療にも積極的に取り組んでいま

す。 

 
医師数 

医師： 63.2 名，  歯科医師： 3 名 （2017 年 4 月 1 日現在） 

 
処遇 

身   分：研修医師（非常勤医師） 

給   与：1 年次 40 万円、2 年次 43 万円  

        通勤手当、住居手当、当直手当、時間外手当（所属長の命令によるもの）を別途支給 

保   険：健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険等に加入 

健康管理：年２回健康診断を実施 

医師賠償責任保険：加入 

学会出席等：年１回の学会出張を認めている（出張旅費は当院規程に準ずる） 

 
研修プログラムの特徴 
 当院のプログラムは、厚生労働省の基本指針に基づき、研修医が修得すべき目標を履修出来るように組んで

います。患者を全人的に診ることができるバランスのとれた臨床医になるために、基本的な臨床能力（知識、技

能、情報収集力、判断能力）修得します。内科系、外科系、小児科での研修を受けることができます。それぞれ

の診療分野に優れた指導医がいて、ある専門分野を重点的に研修したいという希望や、逆に満遍なく研修したい

という希望のいずれにも対応が可能です。特に当院は循環器内科を中心とした内科疾患全般の救急医療に力を

入れています。 

研修医の数に比べ、救急車による搬送件数は圧倒的に多く、数多くの救急症例を経験し、実際に主義を行え

る件数も多いと考えます。 



33 
 

2018年度より、基幹型研修指定病院（定員２名）と、基幹型内科専攻医教育病院（定員３名）にも認定されて

募集を行っています。 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
枚方公済病院は大阪市と京都市のほぼ中間地点に位置し、枚方市東部の 313 床の公的病院です。かつて結核を

中心とした慢性期病院でしたが、平成 15 年より急性期病院に衣替えしました。 

当院の特徴は、公的病院としての役割意識を強く持っていることです。地元住民の安心、安全のため、どのような患者

さんでも受け入れる努力をしています。地域医療のセーフティーネットとして、住民、救急隊、地元医師会の先生方に

信頼される病院を目指しています。 

大学病院や一部の先進施設では、かなり選択された患者さんが集まっていると思われます。それに比べ当院ではど

のような患者さんでも引き受けますので、バランスのとれた研修ができると考えています。 

当院で特に力を入れているのは救急です。循環器系の救急からはじめた経緯のため、現在でも循環器系の救急が

半分以上ですが、平成 24 年 5 月より内科系ＥＲ（内科系の多くの疾患対応できる救急患者さんは必ず受け入れる）を

始めて以来、内科系の多彩な患者さんが搬送されて来るようになりました。2016 年度の救急車による搬送件数は

3,168 件です。 

当院での初期研修 2 年を通して学んで欲しいことは次の点です。 

1.  医師として、患者さんに適切な接し方を身につける 

2.  同僚や先輩医師、看護師や他職種の人たちとの良好な communication を築きながら診療を行える 

3.  「しんどい患者さんをなんとかしてあげよう、専門でないという理由で安易に断らない」という mind を強く持てる 

4.  Common disease に対して、基本的な検査、治療の流れを理解し、実際に行える 

5.  またＢＬＳコースとＩＣＬＳコースを履修する 

6.  基本的な内科、外科の手技を身につける 

7.  ３年次以降の後期研修過程への足がかりをつける 

研修プログラムは個人の意向を尊重して個別に作ります。 

 

研修スケジュール（京大たすきがけコース） 
 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 総合診療科・循環器科・救急科 

【希望科 選択】

外科 

心外 

内分泌内科 

呼吸器内科 

小児科 

循環器科 

総合診療科 

 

【希望科 選択】 

外科 

心外 

内分泌内科 

呼吸器内科 

小児科 

循環器科 

総合診療科 

 

【希望科 選択】

外科 

心外 

内分泌内科 

呼吸器内科 

小児科 

循環器科 

総合診療科 

消化器内科 

 
指導医からのコメント 

  

忙しい時は忙しいとは思いますが、週に一日は完全にフリーな日を設けま

す。オンとオフをはっきりさせて充実した初期研修を、大阪や京都のベッド

タウン枚方にある公的病院で過ごしてみませんか。 
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田附興風会医学研究所北野病院（大阪府） 

 
病床数 

６９９床 

 

病院の特徴 
設立の趣旨に基づいた病院全体を臨床研究所とした臨床的研究のほか、基礎研究設備も充実しており、国際レベルの研究

が伝統的に継続されている。1985 年には、特定公益増進法人の指定を受け、医学研究所では文部科学省科学研究費補助金

（いわゆる科研費）を受給して、特に腫瘍学に関する活発な基礎的、臨床的研究が行われている。京都大学や国内外の他施設

との共同研究や人的交流も盛んに行われている。 

【施設認定】 

 地域医療支援病院、大阪府がん診療拠点病院、日本医療機能評価認定病院、特定非営利活動法人 女性医師のキャリア形

成・維持・向上をめざす会（ejnet）働きやすい病院評価認定病院、NPO 法人卒後臨床研修評価機構 (略称 JCEP). 認定病院 

 

医師数 
288 名（2017 年 5 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
単独型１３名＋京都大学たすきがけ２名、神戸大学たすきがけ３名、鳥取大学たすきがけ２名 計２０名 （2017 年実績） 

初期研修医定員 2 年次 

単独型１３名＋京都大学たすきがけ１名 計１４名 （2017 年実績） 

 

処遇 
〈１ 年 目〉 ２４０，０００円（月例給与）  〈各種手当〉当直手当、超勤手当、通勤手当 （手当は別途支給） 

〈賞    与〉 ２７０，０００円 （2017 年度実績） 〈年収見込〉 ４５０万円前後 （2017 年度実績） 

〈２ 年 目〉 ２８０，０００円(月例給与)  〈各種手当〉当直手当、超勤手当、通勤手当 （手当は別途支給） 

〈賞    与〉 ３５０，０００円 （2017 年度実績） 〈年収見込〉 ５００万円前後 （2017 年度実績） 

 
研修プログラムの特徴 
【理念】 

全ての医師に義務付けられることになった臨床研修必修化の理念は、「医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわ

らず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリー

ケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につける」ということであるが、この理念に基づき、北野病院各科および研修

協力病院、ならびに地域の診療所や福祉施設等との連携のもとに 2 年間のローテーションを 行う研修プログラムである。  

【基本方針】 

本プログラムにおいては、病める患者の身体的異常のみならず、患者を取り巻く外的環境に由来する心の問題も理解した上

で全人的な幅広い医療を行うと共に、将来どの分野に進もうとも応用の利く基本的な診療能力をしっかり身に付け、また、社会

人としても先輩、同僚、看護師、コメディカルの人々と協調して、 チーム医療のできる医師を養成することを基本方針とする。 
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【プログラム】 

●北野病院 内科系総合プログラム （募集定員：４名） ＜プログラム責任者：八隅 秀二郎＞ 

2 年間を通じての救急当直研修、「内科各科」および「地域医療」研修、各専門内科研修、内科の合同カンファランス（症例検

討会+CPC）等を通して、初期研修の目的である医師としての基本的なプライマリケア、および、全人的かつ臓器横断的に診断・

治療を行なう診断能力を身につけることができるプログラムである。 

●北野病院 外科系総合プログラム （募集定員：３名） ＜プログラム責任者：寺嶋宏明＞ 

志望専門科を見つけるために多数の選択科目を研修することも可能であるし、既に志望専門科が決まっている場合にはその

専門研修に必要な選択科目を研修することも可能である。当院のような外科系に特化した初期臨床研修プログラムは希少であ

るが、自由選択肢を広く設けているので、各人のニーズに応じた外科系初期研修を受けることができるプログラムである。 

●北野病院 小児科産婦人科総合プログラム （募集定員：３名） ＜プログラム責任者：秦 大資＞ 

2 年間を通じて初期研修の目的である医師としての基本的なプライマリケアの能力を身につけると共に、小児科又は産婦人

科領域の基本的知識、手技を重点的に学び、将来の小児科又は産婦人科専攻医に向けての土台づくりを行うことができるプロ

グラムである。 

●北野病院 自由選択プログラム （募集定員：３名） ＜プログラム責任者：足立 健彦＞ 

各自の将来進む予定の専門科を見つけるために多数の選択科目を研修することも可能であるし、既に将来の専門が決まっ

ている場合にはその専門研修の準備として必要と思われる選択科目を研修することもできるプログラムである。 

 

自由選択プログラム （例） 

１年次 

 

２年次 

 

研修医からのコメント 

北野病院は大阪市の中心に位置し、近畿一円より患者様が集まり、私たち研修医はｃｏｍｍｏｎ ｄｅｓｅａｓｅ から専門性の高い

疾患まで幅広い症例を数多く経験することができます。インターネットなどの利用環境はもとより、図書館に医学雑誌、教科書が

常備され、E-journal、UpToDate 等も、どの端末からも自由に参照でき、充実した研修を行うことができます。医局はワンフロアで

構成されており、いつでも気軽に他科医師にも相談しやすい環境にあります。また、月２回（土曜日）「救急講義」、毎週木曜日の 

内科合同 CC、金曜ランチョンレクチャーともに、院外からも著名な教授・研究者を招いたセミナーも随時開催されており、大変刺 

激を受けます。 
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大阪赤十字病院 （大阪府） 

 
病床数 

1000 床 

 

病院の特徴 
大阪赤十字病院では、「心のかよう高度の医療」をコンセプトに、質の高い医療とサービスを目指し、 新の設備と機

能を備えた診療体制を整えている。また、高度医療・急性期医療への対応としてICU、CCU、SCU、救急病床、人工透

析、放射線治療（リニアック他）、小児専用病床及びNICU、GCU、手術室16室（日帰り手術・バイオクリーン対応等）を

設置し、いつでも誰でも高度な医療が受けられる体制となっている。 

当院は、大阪市二次医療圏における地域がん診療連携拠点病院の認可を受け、平成27年4月に緩和ケア科部を

開設し、がん診療を病院の中核事業と位置づけ、診療の充実、質の向上に取り組んでいる。 

また、災害拠点病院として災害時用の医薬品・資機材の医療救護セットを備蓄し、屋上にはヘリコプター緊急離着

場を設置している。平成 18 年 4 月から国際医療救援部を設置し、赤十字事業としての国際救援活動に職員を派遣し

ている。 

さらに、平成 27 年 12 月 4 日付で病院機能評価機能種別版評価項目 3ｒｄG：ver.1.1 の認定更新及び新たに「副

機能：精神科病院」の認定をうける。 

 
医師数 

常勤２６０名、非常勤 4７名（201７年 4 月 1 日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型 10 名（2017 年実績）/たすきがけ 2 名（2017 年実績） 

 
     〃  ２年次 

基幹型 10 名（2017 年実績）/たすきがけ 1 名（2017 年実績） 

 
処遇 

１．身分：期間契約の常勤嘱託医師 

２．研修手当：給与 1 年次 29 万円（下記諸手当別途支給）、2 年次 31 万円（下記諸手当別途支給） 

①当直手当：1 回あたり 15,225 円～15,830 円（勤務日による） 

        ※なお、当直手当に加えて、当直中の実働分等については別途時間外勤務手当支給。 

②通勤手当、③住居手当、④賞与（年 2 回各 10 万円） 

３．勤務時間および休日：勤務時間・・・8 時 30 分～17 時 00 分 

                休   日・・・週休 2 日制。土・日・祝・創立記念日（5 月 1 日） 

                        年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 但し、日当直勤務有り 
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４．休暇：嘱託・臨時職員及びパートタイマー就業規則に準じる 

①年次有給休暇 採用より 6 ヶ月経過後に 10 日付与、②夏季休暇 3 日間（平成 28 年度実績）  

５．当直：月に 4～5 回程度 

６．職員宿舎：医師、看護職員向けに病院がワンルームマンションを借り上げた「大阪赤十字病院職員宿舎」 があ

る。（ただし、採用年度によっては空室の状況で入居できないことがある）。 

７．社会保険・労働保険：加入 

８．健康管理：年 1 回健康診断を実施 

９．医師賠償責任保険：加入 

10．外部の研修発表に関する事項：2年次のみ年1回を限度として院長が認めた全国学会で演題発表者に、3万円

を上限として旅費を支給する。 

 
研修プログラムの特徴 

当院における研修プログラムの目的は、すべての研修医が、医師としての人格を涵養し、将来専門とする分野にか

かわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病

に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身に付けることがこの研修プログ

ラムの目的である。プライマリ・ケアをはじめとした様々な診療に携わり、臨床の 前線の場での 新の治療や、EBM に

基づいた診療の実際を経験することができる。臨床研修に必要なすべての研修を本院で行うことができ、研修管理委

員会が中心となってプログラムを管理・運営するため、すべての研修医に対して公平で一貫した臨床研修を提供でき

る。研修医は、2 年間の臨床研修修了後、各診療科の専攻医（後期研修医）研修プログラムに応募し、卒後臨床研修

から継続して専攻医の研修を受けることができる。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

大阪市内にある当院は、多くの患者さまの診療にあたり、地域を代表する急性期病院としての役割を担っており、当

院が有する症例の多さは、研修医の期待に応えられるものと確信しています。当院では、プライマリ・ケアの基本的な診

療能力を身に付け、医師として求められる姿勢や人間性の向上を目指していただきます。そのために、注意深く問題点

を見抜き、自ら積極的に学ぶ姿勢が必要です。学生の皆さんには、日ごろから医学的知識を高め、常に課題に関心を

持ち、社会人としての素養を培ってほしいと思います。 

 
研修スケジュール（年間） 
 
1 年目 

内科 

6 月 

救急 

2 月 

麻酔科 

2 月 

外科+外科系* 

1 月  1 月 

外科系*：外科系診療科より選択 

2 年目 

小児科 

1.5 月 

産婦人科 

1.5 月 

精神 

1 月 

救急 

1 月 

地域*

1 月

選択科 

6 月 

地域医療*：協力病院、診療所 
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関西電力病院 （大阪府） 

 
病床数 

400 床 

 

病院の特徴 

関西電力病院の理念 

◇安全で患者さま中心の病院をめざします。 

◇地域医療との連携を推進し、開かれた医療を行います。 

◇責任と誇りを持って、医療の向上に努めます。 

 

医師数 

１５０名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 

単独型 7 名 / たすきがけ 2 名 計 9 名 

 

     〃  ２年次 

単独型 7 名 / たすきがけ 1 名 計 8 名 

 

処遇 

給与：（1年次）月例 300,000円 年収5,000,000円程度(賞与、諸手当込み) 

（2年次）月例 308,000円 年収5,700,000円程度(賞与、諸手当込み) 

通勤費：全額実費支給 

勤務時間：8:30～17:10 (休憩 1時間)、但し土曜日（隔週）は8:30～12:00 

休日：日曜日、隔週土曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3)、指定休日1日／月 

休暇：入職初年度 15日、2年目以降 20日、他に特別休暇あり（夏期、結婚、忌服等） 

保険：社会保健：健康、厚生年金、雇用、労災、介護保険加入  

預金制度：持家財形貯蓄制度 

福利厚生：福利厚生代行サービス会社及びカフェテリアプランの利用ができます 

宿舎：寮・社宅あり 関西電力社内基準を満たせば入居可能 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

研修プログラムの特徴 

関西電力株式会社が、社員の福利厚生ならびに地域における医療の拠点として昭和 28 年に開設した、25

の診療科より構成されるベッド数 400 の総合病院である。平成 16 年度より全ての医師に義務づけられた卒後

臨床研修必須化に対処すべく、日常診療で遭遇するさまざまな疾患・病態に対処できるような診療能力を身

につけられる研修システムを構築している。各科ローテートだけでなく、レジデント部が中心となって臨床講義

を数多く開催するなど、研修医に必要な基本的診療能力の習得を支援している。2 年間の研修終了後、後期

研修への応募が可能である。 

研修スケジュール（年間） 

 

 

 

研修医からのコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１年次 内科（７ヶ月） 救急部門（３ヶ月） 
選択

必修

選択

必修

２年次 
地域 

医療 
選択科目（１１ヶ月） 

選択必修は２年次に選択も可能

 

関電病院は、約４００床の中規模病院です。医局が１カ所に

集中しており、各診療科の先生と毎日顔を合わせることがで

き、コンサルトがしやすい環境にあります。また、院長直下の

組織としてレジデント部があり、週１回の研修会、週２回のカ

ンファレンスが実施されるなど、非常に勉強になります。医師

とコメディカル、看護師の仲も良く、仕事をする環境はとても

良いです。非常に充実した１年間を送ることができました。 
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大阪府済生会野江病院 （大阪府） 

 
病床数 

400 床 

 

病院の特徴 
大阪市東部に位置し、城東区、鶴見区、旭区の約３７万人の住民のための唯一の公的急性期病院として機能

しており、地域の市民病院的存在である。2013 年 11 月には地域医療支援病院の認可を受け、更なる地域密

着医療を展開するため、専任の医師による救急治療や放射線治療も行っている。また、ＳＣＵ新設及びＩＣＵの増

床を行い、更なる医療の質向上を行っている。診療科数は 31 科、医師数 169 人（含：非常勤医師）、職員数

931 人（内看護職 442 人）である。地域の診療所や病院との連携は強く、多くの紹介患者を診療している。 

研修指導に熱心な救急専門医がおり、外来・紹介・入院問わず患者数は多いため、プライマリケアを重視した

研修を行うには豊富な症例がある。 

 

医師数 
112 名（2017 年４月１日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

管理型 5 名（2017 年実績）/たすきがけ 1 名（2017 年実績） 

     〃  ２年次 
管理型  5 名（2017 年実績）/たすきがけ 0 名（2017 年実績） 

 
処遇 
身分：常勤職員 

給与：1年次300,000円・2年次350,000円（税・保険料込・日宿直手当別） 

賞与：1年次900,000円/年・2年次1,100,000円/年 

住宅手当：単身者20,000円支給 

通勤手当：1km 以上は全額支給 

保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入、医師賠償責任保険の適用有り 

宿舎：ワンルームマンション有り（但し、家賃の一部自己負担あり） 

 
研修プログラムの特徴 

内科はあらゆる臨床医学の根幹をなすものであり、将来選択する診療科にかかわらず患者の全体像を把握す

るために医師として必須の習得事項である。同院の内科研修プログラムは厚生労働省の経験目標の基準を可及

的に充足しつつ、患者サイドに立った医療への取り組み方を学ぶべく設定されている。「すぐれた技量を持ち、患

者に優しい医師となるための一般的知識・技術・接遇の基本を習得する」ことを目標とする。 

 また、外科研修では基本的知識、手技の習得を目標とし、外科手術の基礎の理解を第一とする。外科手術は

直接人体に侵襲を与え、患者にある程度の苦痛や危険性をともなうため、医師・患者間に十分な信頼関係を醸

成しなければならない。 
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 必須科目は内科系６ヶ月、救急３ヶ月、地域医療１ヶ月であり、選択必須科目は、精神科0.5ヶ月・消化器外

科１ヶ月を研修する。 

 なお、2 年次の選択研修は血液・リウマチ内科、糖尿病・内分泌内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、

循環器内科、小児科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、形成外科、皮膚科、

泌尿器科、産科、/婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、救急集中治療科、放射線治療科、放射線診断科、

病理診断科の中から研修医の希望に沿って選択できる。 

 

指導医から学生さんへのメッセージ 
医師として求められることは、目の前の患者さんが困っている状態を把握し、分析、対処することである。そ

のために知識を蓄え技術を磨く必要がある。まずは正常な状態を知った上で毎日患者さんを診察し正常から

外れた部分に気づき、それを指導医との discussion や教科書、文献などで検討して診断をつける過程で自己

の知識の蓄積がなされる。また指導医とともに行う処置、検査、治療、手術などを通して実際の技術を身につ

けていくことになる。当院では救急患者さんが多く、指導医とともに救急当番、宿直業務をするため、入院患者

さんのみではなく外来救急患者さんの診療にもあたり患者さんを診察する機会は多くあるだろう。 

ある程度の知識、技術が身につけば、次は自己の進路をある程度考えて専門性をつけるために 新の知識、

技術の修得を目指して各種学会や研究会に参加することが望まれる。近畿圏では多数の学会や研究会があ

り、休みの日にはぜひ参加していただきたい。 

当院では毎日を大切に、そして１人の患者さんを大切にできる研修医を求めている。 

 
研修スケジュール（年間） 
研修スケジュール(例） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

1 年次 内科（必須） 救急（必須） 

消化器

外科 

（選択

必須） 

選択 

科目 

2 年次 
地域 

（必須） 

選択

科目 

選択科目 精神 

（選択 

必須） 

【備考】 

（必   須）１年目：内科６ヶ月、救急３ヶ月 

２年目：地域医療１ヶ月 

（選択必須）精神科０．５ヶ月、消化器外科１ヶ月 
研修医からのコメント 

 

 

 

 

 

 

関連病院では大学と全く違ったいい面・悪い面がありますが、小

規模でアットホームなところ、コメディカルトの距離が近いところ

などを利用して、積極的に頑張ってほしいと思います。 

野江病院では、想像していたほどの忙しい生活ではありません

でしたが、その分一つ一つの症例をじっくり見るという経験がで

きました。外科医を目指す人にはおすすめの病院です。 
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市立岸和田市民病院 （大阪府） 

 
病床数 

４００床 

 

病院の特徴 
大阪府南部の泉州医療圏の 大基幹病院として、急性期に特化した高度専門医療と救急医療を診療の柱と

して運営している。32 の診療科を有して総合的な診療機能を堅持し、質の高い先進医療の実践を目指している。

ＩＣＵ／ＣＣＵ、救急病棟、放射線治療、ＰＥＴ／ＣＴ、化学療法センターなどの設備があり、心臓手術も行っている。

また、救急科を中心に全科を挙げて、３６５日２４時間ＥＲ型の救急医療を展開している。１９９３年に臨床研修病

院に認定され、１９９８年には日本医療機能評価機構による高評価の認定を受けた。２００２年には、厚生労働省

の地域がん診療連携拠点病院に指定され、名実ともに地域医療の中核病院となった。 

 

医師数 
104 名（2017 年 4 月 １日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
単独型   3 名（2017 年実績）/たすきがけ  1 名（京都大） 

 
     〃     ２年次 

単独型   5 名（2017 年実績） 

 
処遇 

身分：嘱託医（研修医） 

給与：卒後1年目：年棒 3,600,000円＋ 960,000円（当直） 

    卒後2年目：年棒 3,936,000円＋1,404,000円（当直） 

    ※上記当直分は、1月につき平日3回・休日1回当直した場合の額。 

保険：社会保険・労働保険：あり 

宿舎：あり（民間マンション 借り上げ、宿舎費２０，０００円と共益費・光熱水費は個人負担） 

休暇：年休１３日、夏休２日 

 
研修プログラムの特徴 

医師としての基本的姿勢、倫理、使命感、人類愛を養成するとともに、すべての臨床医に求められる基本

的医学知識と技術を修得することが目的。研修環境としての特徴は、豊富な急性期の症例数、救急医療の充

実、大病院に比肩する医療設備、検査設備、充実した教育設備にある。臨床のすべての専門科を備え、地域

の最終的な総合病院としての使命も果たしている。研修医の定員を少なくすることにより密度の濃い指導をめ
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ざし、選択科目としてほとんどの臨床科の選択が可能で、研修医の多様な希望に応える。特に二年次の選択

期間 9 ヶ月を有効に利用することで、内科認定医、外科専門医取得に必要な症例を効率的に経験することが

可能である。中規模病院の特徴を生かして、各診療科間の円滑な連携のもとにチーム医療を実践できる。 

 
 
指導医から学生さんへのメッセージ 

当院では、医師研修制度において目標となっている「プライマリ・ケアの幅広い修得と参加型の研修」を達

成するために次のことを実施している。⑴中規模病院であるので、研修充実のため１科に研修医ひとりがまわ

る少数型を導入し、10 名を年次総定員とする、⑵救急医療を重要視するため、救急科で 1 年次 2 ヶ月、2 年次

1 ヶ月研修する以外にも、全研修期間を通じて救急当直に参加する、⑶プログラムの内容でも、前述の目標に

沿うように 1 年次に内科 6.5 ヶ月、救急 2 ヶ月、麻酔科 1 ヶ月、外科４週間、脳神経外科２週間を必修とし、1 ヶ

月を選択とする。また２年次には地域医療で在宅医療を中心に活動している近隣病院と診療所での研修を 1

ヶ月実施、救急科 1 ヶ月、産婦人科 0.5 ヶ月、精神科研修を 0.5 ヶ月実施し、他の期間は選択とした。⑷研修シ

ステムの進化も重要と考え、相互評価を活発（部長、看護師長による研修医評価及び研修医による各科プロ

グラムの評価）にし、研修内容の改善につながるよう研修医の要望の聴取と、研修の達成度の評価・管理を

毎月実施、⑸臨床の場での研修だけではなく専門医による各科のトピックス講義として、内科系・外科系レク

チャーを２週ごとに、救急診療に役立つ話題提供としてモーニングレクチャーを毎週実施。以上のような方針

と内容で運営しており、今後もさらに内容の充実に努め、実力のある医師を育てていきたいと考えている。 

 

研修スケジュール（年間） 
 

市立岸和田市民病院臨床研修プログラム 研修スケジュール例 (平成 30 年度採用者用） 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1

年

次 

内科（循環器・消化器・呼吸器・代謝内分泌・緩和ケア 

血液内科・腫瘍内科）      6.5 ヶ月 

外科系（外科・脳 

外）  1.5 ヶ月 
選択科目 

救急科 

 ２ヶ月 

麻酔科 

1 ヶ月 

2

年

次 

救急科  

1 ヶ月 

地域 

医療 

 1ヶ月 

※1 

産婦 

人科 

0.5 ヶ月 

精神科

0.5 ヶ月 

※2 

選択科目【上記の診療科(地域医療を除く)、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺

外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、形成外科、放射線科、放射線治療科、病理診

断科、皮膚科】 9 ヶ月          

【備考】  ローテーションは順不同。 可能な限り１科に１人となるよう配慮しています。                   

※1．地域医療は、0.5 ヶ月×2 協力病院（診療所）または 1 ヶ月×1 協力病院で研修をします。 

 

※２．精神科は協力病院で研修をします。 
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大和高田市立病院 （奈良県） 

 
病床数 

３２０床  

 

病院の特徴 
創設60周年を経た大和高田市立病院は、２３診療科を備える320床規模の総合病院です。奈良県中和地域

の中核病院として急性期医療・地域医療を担い、作年1月からは放射線治療も始めました。加えて、災害拠点病

院、臨床研修指定病院、奈良県地域がん診療連携支援病院等の指定も受けています。どの診療科も ｃommon  

diseases を抱える患者さんと向き合う機会が豊富で、プライマリーケア修練を望む医療者にとってはとっても魅

力的な職場といえましょう 

本年 4 月 病院長に就任した岡村隆仁は 「PDSA を合い言葉に、職員が互いに連携して（患者・職員・パート

ナー）の期待に応えよう！」 と唱えます。教育研修センターは、１）“変わりたい”という誰もの願いを尊敬

すること、２）対話を介して科学と知恵に心を啓くこと、３）重要なことを先にする、を病院の文化とする

ことで、「職員誰にとってもワクワクする場所｣へと職場を変える勇気ある職員を助けます 

 
医師数 

95 名（２０１7 年４月１日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

単独型 ０名（2017 年実績）/たすきがけ 0 名（2017 年実績） 

 
     〃  ２年次 

単独型 0 名（2017 年実績）/たすきがけ ０名（2017 年実績） 

 
処遇 

 給与：月額報酬  １年目 ５２０，６００円  ２年目 ５７０，６００円 

 ※月額報酬には、宿・日直各々2回実施した場合の手当を含む 

 手当：賃貸住宅入居の場合、 高２７，０００円支給 

     ※病院が提供する住宅に入居される場合は、光熱水費等の負担のみで利用頂けます。 

 勤務時間：原則として、午前8時30分から午後5時15分まで 

 休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から1月3日まで） 

 休暇：有給休暇（年20日）その他の休暇については別に定めるところによる 

 厚生福利：各種社会保険に加入（健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等） 

 医師賠償責任保険：病院として加入。任意加入の場合、自己負担 

 健康管理：年1回健康診断実施、ＨＢワクチン・インフルエンザワクチン接種等 

 研修活動：学会、研究会への参加を奨励、費用負担あり 
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当院での研修の特徴は、なんといっても自由度が高いことです 

内科が細分化されていないので、総合内科のような立場から内科を研修し

たい方にはお勧めです。もちろん、循環器や消化器など、その分野に精通

しておいでの先生方がいらっしゃるので、相談にも快く応じてくださり、

ありがたい環境です。プログラムの自由度も高く、メジャー科・マイナー

科を問わず選択でき、各科の先生方も研修を快く受け容れてくださいます

研修プログラムの特徴 
忙しすぎない研修環境で、患者さんと地域にきちんと向き合う姿勢を身につけたい、そう願う医学生の皆

さんを歓迎します：（救急・地域・精神）診療は、それぞれ天理よろづ相談所病院、大福診療所、當麻病院

と連携します。院内学会や“つまずき事例を振り返る会”企画等は、近隣の（済生会中和病院・土庫病院）

研修医の皆さんと御一緒に、研修の知恵は、All for Nara Project や 奈良レジ に集う指導医・研修医と

共有しましょう。また、保健師さんと共に地域と向き合う病院外研修の機会も年間を通じて提供します 

診療録記録、症例提示それにプレゼンテーション等の手順は教育研修センターが、パラグラフ・ライティ

ング、学会発表や論文作成の手順は臨床研究センターが、それぞれお伝えします！ 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

自分に自信が持てないと感じておいでの方も、どうぞ おいでください 

自然のありのままを理解する心を育みつつ、いつも傍らにあって我々は貴方を支えましょう 

 

 

 

 

研修スケジュール（年間） 
１） 初年度研修例 

1年次 
Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内 科 選択必修 救 急 

 研修開始後２週間のオリエンテーションの後は、内科６か月、救急３か月、麻酔科１か月を研修しま

しょう。その他は、皆さんの期待に応えて調整します 

 

２） ２年度研修例 

2年次 
Bﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域

医療 選択科 

 選択科は１か月単位で研修でき、期間に上限はありません。既に２つの選択必修科を修了しておいで

の場合、地域医療研修を除く期間の全てを選択科研修に充てても構いません 

 

 

研修医からのコメント 

 

 

 

 

 

 
 

 

Facebook URL 
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               日本赤十字社和歌山医療センター 

 （和歌山県） 

 
病床数 

許可病床数 ８７３床 

 

病院の特徴 
造血器幹細胞移植、生体腎移植、角膜移植、体外受精、胚移植、顕微授精といった高度先進医療を実施し

ています。 

また、日本赤十字社和歌山医療センタ－は、日本赤十字社本社より国際医療救援拠点病院の指定を受け、

担当部署として国際医療救援部を設置し、国際医療救援活動の拠点となって活動しています。 

 

医師数 
２３３名 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型 １７名（2017 年実績）/たすきがけ ２名（2017 年実績） 

 
     〃  ２年次 

基幹型 １５名（201７年実績）/たすきがけ １名（201７年実績） 

 
処遇 
身 分：研修医 ( 常勤嘱託医 )    

給 与： 

    １年次  ３２３，０００円  （別途賞与 年２５０，０００円）  

    ２年次  ３５３，０００円  （別途賞与 年２５０，０００円）  

宿 舎：有り    １６，０００円／月（単身用）    

その他：健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・労災保険 有り 

 
研修プログラムの特徴 

本センターは「地域の基幹病院」としての役割を担う 8７３床の大規模病院ですが院内各部局の連携が緊密で症例

数も豊富なことよりプライマリケアから高度医療まで幅広い経験を積むことができます。各部局における院内外の研修

活動の充実は本センターが特に力を入れている点であり、医師臨床研修にもふさわしい環境です。また、赤十字の特

色である国際医療救援活動における処点病院のひとつに指定されており、さらに地域住民の健康保持のための「赤十

字県民大学」等、他の臨床研修病院では得られない赤十字ならではの活動を経験することができます。 
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研修スケジュール（年間） 
１年目 内  科 ６ヶ月 

  救  急 ３ヶ月 

  選択科 ３ヶ月  

２年目 選択必修科 １ヶ月 

 選択必修科 １ヶ月 

  精 神 科 ０．５ヶ月 

  地域医療 １ヶ月  

  選択科 ８．５ヶ月 

※診療科 (部)の研修順序は各研修医により異なる。 

※選択必修科目は小児科・産婦人科・外科・整形外科より２科目選択。 

※上記プログラムは平成２９年度プログラムであり変更の場合あり 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

親切な先生が多く、たいへん有意義な研修をすることができ

るところです。適度に忙しく、様々な手技や救急の最前線を経

験することができました。長所は雑用が少ない(ほぼゼロ)、優

秀な看護師さんが良く働き助けてくれる、住居が用意されて

いる、職場がアットホームで個性的で熱心な先生が多く瞬発

力が身につくというところです。 

また、地域機関病院ですので、色々な症例が見られます。 
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公立豊岡病院組合立豊岡病院 （兵庫県） 

 
病床数 

５１８床 

 

病院の特徴 
 27 診療科、医師数約 125 名を擁する本院は、兵庫県北部を中心とした広い診療圏をカバーする地域の基

幹病院です。 

 現在の病院は平成 17 年に新築移転したもので、 新の医療機器と快適な療養環境のもと、高度先進医療

から地域医療までを包括的に住民に提供し、特殊な疾患を除いてほぼ全ての疾患に対応しています。 

 併設の但馬救命救急センターは国内 多のドクターヘリの出動回数を誇り、北近畿一円から集まる豊富な

症例のもと、救急・集中治療・災害医療に携わる人材を養成する拠点ともなっています。 

 そのほか、地域がん診療連携拠点病院指定、但馬こうのとり周産期医療センターの開設など、着実に病院

機能の強化を図る一方、地域で求められる総合診療領域も充実させており、地域オンリーワンの基幹病院とし

て幅広い疾患をバランス良く経験できる臨床研修病院となっています。 

 
医師数 

125 名（2017 年 4 月 １日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
基幹型    7 名（2017 年実績）/たすきがけ   1 名（2017 年実績） 

 
     〃     ２年次 

基幹型    7 名（2017 年実績）/たすきがけ   1 名（2017 年実績） 

 
処遇 

１．身分：地方公務員（非常勤嘱託職員） 

２．給与：１年次441,700円（研修医勤務手当を含む） 

2年次464,500円（研修医勤務手当を含む） 

別途、当院の規定に基づき副直手当、通勤手当、超過勤務手当を支給 

３．保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

４．宿直（副直）：月4回程度 

５．時間外手当：超過勤務の実績額が研修医勤務手当を上回る場合に限り、差額分を支給 

６．宿舎：研修医宿舎（病院敷地内）１Ｋ30 ㎡  自己負担額 7,200 円 

７．休暇：１年次１０日・２年次１１日・夏季休暇 4 日 

８．勤務時間：8：30～17：00、17:15～25:45（4 週間を超えない期間につき 1 週間あたり 37 時間 30 分） 
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９．健康管理：年２回健康診断実施 

１０．病院賠償責任保険：病院で加入 

１１．外部の研修発表に関する事項：基準に応じて学会・研究会等参加時の交通費・宿泊費・参加費を支給 

 
研修プログラムの特徴 
 地域中核病院の特長を生かし、一般症例から稀少疾患まで豊富な症例を経験することが可能で、２年の研修

期間を通じてプライマリ・ケアの基礎的診断能力を備えた医師の養成を目指します。 

 さらに、大学病院や県立病院などにおける研修機会を提供することにより、専門領域のさらなる習得を可能とす

るプログラムとなっています。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 
 わが国では、高齢者人口の増加に対処すべく医療制度改革の速度が早められ、また社会からの要請に対して

専門医の質を担保するために各学会とは独立した日本専門医機構主導の制度新設が進行しています。各制度

はまだ確立したものでなく、不透明な部分を残しており、これらの流れは今後１０年から２０年ぐらいは続いていくと

考えられます。不確実な制度改革と社会の医療需要の変容の中で、医学生諸君は不安を感じながら将来の夢

を描いていることと思います。私は医学部で基礎的な医学知識を獲得した後の初期研修２年間の目的は、臨床

現場の中で医師としての適性の確認や将来の可能性の模索だと捉えています。 

 豊岡病院の研修では、各専門科、僻地連携病院での実習を通じ２００－２５０症例を担当し、Common disease

の理解、臨床基本手技の習熟を行うことができます。過去の臨床研修医からのアンケートでは、回収できた８割

弱の方達から将来目指したい医師と出会えたと答えられていますので、研修先病院として一考の価値はあると考

えています。 

 
研修スケジュール（年間）   

【１年次】    基本研修・必修研修科目ローテーション 

内科 
救急 

(救急外来) 
麻酔科 

選択必修 

(外科、小児科、産婦人科から

１科～２科) 

（６ヶ月） （１ヶ月） （３ヶ月） （２ヶ月） 

救急外来での宿日直（４回/月程度） 

【２年次】 

精神科 地域医療 
救急科 

（ＩＣＵ） 
選択科目 

（１ヶ月） （１ヶ月） （１ヶ月） 
（9 ヶ月）  

協力型臨床研修病院（京都大学・神戸大学・尼崎総合医療センター・八鹿病院）での研修も可能 

救急外来での宿日直（４回/月程度） 
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※１年目は内科（６ヶ月）・救急（１ヶ月）・麻酔科（３ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科から１または２診療科

（計２ヶ月）を選択し研修する。 

※２年目は地域医療のほか、救急（ＩＣＵ）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。 

※救急（必修）は、１年目の救急（外来）、２年目の救急（ＩＣＵ）（各１ヶ月）と２年間を通じて行う救急外来での宿

日直により合計３ヶ月の修了要件を満たすものとする。 

※京都大学・神戸大学・尼崎総合医療センター・公立八鹿病院と病院群を構成していることから、選択研修科

目では、基幹型臨床研修病院にない診療科や高度先進医療を含めた専門性の高い研修が可能となっている。 

（ただし、豊岡病院外での研修は 長３ヶ月まで。） 
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赤穂市民病院 （兵庫県） 

 
病床数 

３９６床 

 

病院の特徴 
赤穂市民病院は近畿の西南端、人口 5 万 3 千人の“忠臣蔵のふるさと”赤穂市に位置し、396 床を有する地

域中核病院である。当院では「良い医療を、効率的に、地域住民と共に」という大きな目標を掲げ、開かれた病

院づくりを目指しています。これは、中世ヨーロッパの教会や大学、戦後の集会所や公民館が担ってきたコミュニ

ティセンターとしての役割を「病院こそ市民のコミュニティセンターたるべし」との考えに基づく取り組みです。また、

院是を「恕（じょ：おもいやり、ホスピタリティ）」と定め、なるべく家庭に近い療養環境、癒しの環境づくりに努めてい

ます。 

 

医師数 
７１名（2017 年４月１日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型  6 名（2017 年度）/たすきがけ 2 名（2017 年度） 

 
     〃     ２年次 

基幹型  5 名（2017 年度）/たすきがけ ０名（2017 年度） 

 
処遇 
  職名：嘱託員 

  勤務時間：原則として 8:20～17:05 時間外勤務 有 

  休日：原則として土・日曜日及び法令に規定された休日 

  休暇：1 年（暦年）の間に 14 日、夏季休暇 3 日 

  宿直：当直医と共に月に数回、副直を勤める。 

  給与：年俸制（期末勤勉、時間外勤務、宿日直、宿舎にかかるみなし給与を含む） 

1 年目 650 万円相当（年額換算） 

2 年目 700 万円相当（年額換算） 

  宿舎：研修医宿舎 有 

  個人負担：月額 4,000 円（※病院所有研修医宿舎を利用の場合） 

  保険等：社会保険、厚生年金、雇用保険、地方公務員災害補償制度、 

院内託児所（夜間保育実施） 

  食事：院内食堂 有（有料）、院内コンビニ 有（ローソン） 
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いわゆる野戦病院でどんな症例が来るかわからないという点で大変勉

強になりました。最初の一年は色々なことが新鮮で、興味を持って高い

志で研修に望みやすい時期だと思うので頑張ってください。 

研修プログラムの特徴 
本プログラムは、地域中核病院である赤穂市民病院の特徴をいかして、プライマリケアー、一次および二次救

急に対応できる医師としての基本的診療の能力が身に付くよう企画されています。 

2 年間を積み上げ方式とし、初年度はオリエンテーションの後、基本的診察能力、診断能力を培うための 6 ヶ

月間の初期内科系研修と救急患者のトリアージ、初期救命・救急処置を習得するための 3 か月の救急研修を行

います。また、5 月より、指導医とともに救急当直に入り、1 次及び 2 次救急の研修を行い、残り 3 か月で選択必

修科目である外科、麻酔科研修を行います。 

2 年目には、必修の地域医療 1 か月のほか、残りの 11 カ月で小児科、産婦人科、皮膚科、内科、消化器内

科、消化器外科、循環器科、外科、整形外科、形成外科、麻酔科及び協力病院である赤穂仁泉病院での精神

科の中から各自が自由選択し研修します。 

2年目の内科系及び外科系研修では指導医のもと自らも1年目の研修医の指導に当たり臨床医として一人立

ちする能力を身につけます。また、2 年目は常に指導医とともに救急当直に入り 1 次及び 2 次の救急の研修を続

けます。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

当院は標榜診療科が 21 科あり、兵庫県西南部の西播磨地域の中核病院としての機能を果たしています。症

例も common disease からめずらしい症例まで幅広くあります。救急車も西は隣県の岡山県、東は姫路、北は佐

用町までの広域から来るため、研修医にとって救急医療を数多く経験でき、自信をつけることが出来ているようで

す。中規模病院のよさで科の間の垣根はなく、どの科の研修中であれ他科の医師の指導も受けられるメリットもあ

ります。また管理型としての研修医だけでなく京都大学と神戸大学からのたすきがけの研修医もおり、さらに学生

実習も多く引き受けており活気ある研修医生活をおくることが出来ます。有意義な研修生活をおくるため、とりわけ

積極的に研修を行いたい方の応募を期待しております。 

 

研修スケジュール（年間） 
 

●研修スケジュール(例) 

  4 月 5月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

1 年次 内科 救急 外科・麻酔 

2 年次 地域 選択科目 

 
 
研修医からのコメント 
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姫路医療センター （兵庫県） 

 
病床数 

４３０床 

 

病院の特徴 
 当院は兵庫県西播磨・中播磨医療圏の基幹病院であり、「地域がん診療連携拠点病院」、「地域災害医療

センター」、「地域医療支援病院」などの機能を備えて地域の医療を支えている。当院は 33 の学会専門医認

定施設の指定を受けており、学会活動が盛んで、多彩な症例を経験して実践的なプライマリ・ケアが修得可能

である。ICU のほか、呼吸器センター・脳卒中センター・消化器センターが設置しており、診療機能の充実・強化

を行っている。  

姫路駅まで徒歩 20 分あるいはバス 5 分と好立地にあり、姫路駅から三ノ宮駅までＪＲで 40 分、大阪まで 1 時

間と交通アクセスは良好。院内には研修医宿舎を完備し、院内保育所も利用できる。 

 
医師数 

常勤職員７３名  非常勤職員(期間職員含む)２３名 （2017 年 4 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
基幹型 5 名(2 名 2017 実績)/ たすきがけ 5 名(1 名 2017 実績) 

 

     〃     ２年次 
基幹型 3 名(3 名 2017 実績)/ たすきがけ 5 名(0 名 2017 実績) 

 
処遇 

① 身分          研修医 （期間職員） 

② 基本給        月額３６１,000円 

③ 賞与          あり(年間1ヶ月分) 

④ その他手当      超過勤務手当、通勤手当、当直手当(手当は別途支給) 

⑤ 社会保険      健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 

⑥ 宿舎         院内敷地にあり 

          テレビ・エアコン・ベッド・冷蔵庫・ユニットバス等備え付け（家賃19，500円） 

⑦ 休日         土・日・祝日・12/29～1/3 

⑧ 年次休暇      ２０日（１年間） 

⑨ 宿日直手当     5，000円/回 （上級医のもとで、月３～４回程度）  ※研修医用当直室有 
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研修プログラムの特徴 
一年目の研修は基本手技の習得であるため、当院にて内科、外科、救急、麻酔を回る。少人数であることを

生かして、それぞれの部門で積極的に研修を行えば、通常ではなかなかできない研修もできる体制作りを目標と

している。疾患についても地域基幹病院であるため十分に経験することができるのにくわえて、ドクターカーを導入

していることから、救急現場に急行して処置を行う勉強もすることができる。二年次については、個人の希望にか

なったプログラムを作るようにしている。希望研修科や時期や方法についてもできるだけ要望に対応できる体制を

整えている。診療科別では、呼吸器疾患については全国でも有数の症例を誇る施設であり、人数、症例数、診療

レベルともに日本でもトップクラスにある。また脳卒中センターでは、基本的な脳卒中緊急の手技を学ぶことがで

きる。外科、内科、放射線科についてはがんの拠点病院となっているため、がん診療の基本を一通り経験するこ

とができる。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 
   姫路医療センターは中規模病院であり、大規模な総合病院のような多くの研修医の先生がいるわけではあ

りませんが、その特長を生かして、個々の希望にあわせた、個性的かつ幅広い研修ができるように工夫してい

きたいと考えています。医療はチームであるという考えから,病院全体で研修を支えていきたいと思います。いろ

んな悩みがあると思いますが、積極的に率先躬行していく人をお待ちしております。一緒に充実した研修生活

を姫路の地で行っていきましょう。まずは気軽に見学にお越しください。よろしくお願いいたします。 

 

研修スケジュール（年間） 
  （Ａコース） 

区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

１年

次 

内科             

（呼吸器内科・消化器内科・循環器内科） 

救急・麻酔 精神 外科 

２年

次 

産婦

人科 

地域

医療 

小児

科 

選択科目 

  

 （Ｂコース） 

区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

１年

次 

内科             

（呼吸器内科・消化器内科・循環器内科） 

救急・麻酔 精神 腹部 

外科 

※ 

選択 

２年

次 

地域

医療 

選択科目 

精神科は高岡病院または播磨大塩病院で、産婦人科は産科婦人科小国病院での研修となる。選択科目及び 

２年次スケジュールは事前に希望調査した上で決定する。 

※は腹部外科、整形外科、呼吸器外科、脳神経外科から選択 
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松江市立病院 （島根県） 

 
病床数 

４７０床 

 

病院の特徴 
当院は、27 診療科 470 床を有し日本医療機能評価機構により認定を受け、がん診療連携拠点病院、災害

拠点病院の指定も受けています。さらに、専門医育成のための研修施設としても多数認定され、島根県ある

いは松江医療圏における中核病院となっています。また、消化器病センター、緩和ケア病棟、外来化学療法

室など特徴的な施設の設置や、最新の医療機器の整備等を行い医療体制の強化を図ることにより、常に高

度で安心できる医療の提供を目指しています。がん医療のいっそうの充実を目指し、病院玄関付近に平成 29

年春、3 階建てのがんセンターがオープンしました。 

 
医師数 

102 名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 

初期研修医定員 １年次 
単独型   7 名（2017 年実績） / 協力型   3 名（2017 年実績） 

 

     〃     ２年次 
単独型   8 名（2017 年実績） / 協力型   1 名（2017 年実績） 

 
処遇 

① 身分         ： 研修医 （常勤） 

② 年次有給休暇   ： 20日/年  その他 正規職員に準じる 

③ 宿舎         ： アパート等を借り上げ宿舎として提供 

④ 社会保険      ： 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 

⑤ 基本賃金      ： １年次 約430,000円 ・ 2年次 約500,000円（住居手当、宿日直手当、研修医手

当の概算を含む）   賞与 1年次 500,000円/年 ・ 2年次 600,000円/年 

⑥ 研修医手当     ： 有 （１年次 50,000円、2年次 70,000円） 

⑦ 宿日直手当     ： 20,000円/回 （月4回程度）  ※研修医用当直室有 

⑧ 特殊勤務手当   ： 呼出料 1,620円/回 

⑨ 通勤手当      ： 2km以上の場合、距離に応じ支給 

⑩ 健康管理      ： 健康診断2回/年、各種予防注射、抗体価検査 

⑪ 研修会への参加  ： 国内出張 年度内2回まで旅費・参加費当院負担 

⑫ 学会での発表   ： 研修会への参加と別枠で旅費・参加費当院負担 
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⑬ 医師賠償責任保険加入 

 
研修プログラムの特徴 
   当院では、1 年目に内科 6 ヶ月、選択必修 3 ヶ月、救急 3 ヶ月、2 年目に地域医療を 1 ヶ月、選択科目を

11 ヶ月研修することを基本としています。 

   地域医療研修においては協力施設で 1 ヶ月の研修を行います。 内科においては総合診療科、糖尿病・

内分泌内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科において実施し、外科においては、消化器

外科を中心として、経験が必要な病状・病態・疾患に応じて、整形外科、乳腺内分泌血管胸部外科、脳神

経外科においても研修を行うことができます。 麻酔科においては緊急を要する病態や疾病、外傷に対して

適切に対応する能力を習得するため必要な研修を行い、更に緩和ケア病棟での研修も行います。また、指

導医とともに宿日直を行い救急患者の初期治療を数多く経験します。 

   このように、研修期間を通じて多様な病状・病態・疾患を経験することによってプライマリケアを修得し、医

師としての人格を涵養することを目的としています。 

 
指導医から学生さんへのメッセージ 

最新の医療機器を大幅に整備し、救急センター、緩和ケア病棟、消化器病センターの設置などを特徴と

した医療環境のもと、「愛情、信頼、奉仕」をモットーに松江医療圏域の中核病院として、日夜、職員一同切

磋琢磨しています。そして、日本医療機能評価機構認定、がん診療連携拠点病院指定も受け、病院のレベ

ルアップに努力しています。 

当院では、研修医の皆さんの希望にもとづき、特定の診療科を深く掘り下げて研修したい方、様々な診

療科を幅広く研修したい方、それぞれが将来を見据えた効果的な研修に取り組めるよう、卒後臨床研修委

員会のメンバーをはじめとした指導医たちが、ひとりひとりに合ったプログラムを一緒になって作り上げてい

きたいと考えています。研修医は、日々の各診療科での研修はもちろん、院内研究会や学会の地方会発表

なども経験して、一段と実力をつけ、研修当初の緊張した面持ちが懐かしく思えるほどの成長ぶりです。 

整った医療環境と熱意ある指導医のもとで、医師としての第一歩を踏み出してみませんか。皆さんの若

い力を求めています。 

 
 
研修スケジュール（年間） 
 

1 年次 内科（6 月） ※救急（3 月） 選択必修（3 月） 

2 年次 
※地域 

（1 月） 
選択科目（11 月） 

 

 

 

 

※救急：松江赤十字病院にて、３次救急の研修をおこなうことも可能です 

※地域：県内の協力施設の中から選択 
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 高松赤十字病院 （香川県） 

 
病床数 

５７６床 

 

病院の特徴 
 高松赤十字病院は、高松市中心部に位置し、設立から100年を超える歴史と伝統のある病院です。地域医

療支援病院としての役割を担い、地域における中核病院として高度専門医療と救急医療の充実に努めてい

ます。 

診療科は26科にのぼり、Common disease から重症患者まで幅広く経験できます。救急患者数は年間約

12,000人で、うち救急搬送は約3,700件です。当直医師の下で、日・宿直業務を実際に行い、迅速かつ適切な

初期医療を学びます。さらに、各専門医の指導の下、引き続く集学的集中治療を体験し、いかなる状況下でも

医師としての職責を果たせる基礎を習得できます。 

 
医師数 

156 名（2017 年 4 月 1 日現在） 

 
初期研修医定員 １年次 

基幹型 7 名（2017 年度） / 協力型 2 名（2017 年度）  

 

     〃      ２年次 
基幹型 4 名（2017 年度） / 協力型 9 名（2017 年度）    

 
処遇 

身  分   常勤嘱託 

給  与   １年次 ： 基本手当/月 330,000 円   賞与/年 438,000 円 

２年次 ： 基本手当/月 350,000 円   賞与/年 528,000 円 

宿日直    月 4～5 回程度（手当１年次 10,000 円、２年次 15,000 円） 

勤務時間  8：40～17：20   

休  日   土日・祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）、５月１日本社創立記念日、年次有給休暇、 

夏季休暇 

保  険   日本赤十字社健康保険組合、労働者災害補償保険、厚生年金、医師賠償責任保険 

宿  舎   平成 27 年 12 月新築完成。 

ワンルームマンションタイプ（全 14 戸）、月額 10,000 円（駐車場代は別途：空きがある場合） 

オートロック、エアコン完備、光インターネット回線あり。病院から徒歩 1 分。 
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研修プログラムの特徴 
＜1年次＞ 

・内科研修では、7診療科（血液、腎臓、内分泌代謝、消化器、循環器、神経、呼吸器）より、希望する科

を選択できます。2か月ごとに2～3診療科をローテーション、あるいは、1クール（1か月または2か月）1診

療科での選択も可能です。 

・エコー・放射線科研修（各1週間）を必須とし、集中的に診断技術を習得できます。 

・精神科は、五色台病院（坂出市）または高松市民病院にて研修します。 

・選択必修科目は、麻酔科、消化器外科、胸部乳腺外科の中から選択して研修します。 

＜２年次＞ 

・地域医療研修として、小豆島中央病院での泊まり込み病院研修を1か月、香川県赤十字血液センター

で1週間研修します。 

・選択科目は内科、小児科、外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人

科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科の中から選択できます。 

※救急医療の蘇生トレーニングコースとして日本救急医学会が認定するICLSの資格を取得できます 

※臨床研修を充実させるための書籍代や学会発表時の旅費に対する補助があります。また、モーニン

グセミナー（毎週2回）は、各科の医師やコメディカルが幅広い分野の講義を行い内容も充実していま

す。 

 

研修スケジュール（年間） 

平成 30 年度高松赤十字病院プログラム 

1 年次 内科（6 か月） 

エ

コ

｜

放射

線科

救急 

（1.5 か

月） 

産婦人科又

は小児科 

（1 か月） 

選択必修 

（2 か月） 

※外科又は

麻酔科 

精神科

（1 か月）

2 年次 
地域医療

（1 か月） 
救急（1.5 か月） 

産婦人科又は

小児科 

（1 か月） 

血液

センタ

ー 

選択科目（8 か月+1 週間） 

 

研修医からのコメント 
  

 

 

  

 

高松赤十字病院で 1 年間研修しました。 

研修医の意見を取り入れてくれる自由な雰囲気の病

院です。症例数も多いため、手技もたくさんやらせても

らえるし、まれな症例にも出会えます。 

高松市中心部に位置しているため、繁華街にも近く、

生活しやすい環境が整っています。 
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京都大学医学部附属病院ご案内－ 

  

 

    
   京阪電車 神宮丸太町駅 ５番出口より東へ徒歩１０分（７００メートル） 
   京都市バス 京都駅にて２０６系統（Ｄ２乗り場）乗車，熊野神社前バス停下車， 

北へ徒歩５分 
 

 
 
 
 
 

 

 

京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 

〒６０６－８５０７ 京都市左京区聖護院川原町５４ 

Tel ０７５－７５１－４８３９,  Fax ０７５－７５１－３０９１ 

Mail: sotsugo-kyt@umin.ac.jp  

詳しい情報はホームページから  

 

http://www.kuhp-.education.jp/ 


