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1.はじめに 

       

 

浜松医療センター内科専門研修プログラム・統括責任者 

化学療法科・血液内科  

重野 一幸  

E-mail： shigenok@hmedc.or.jp 

 

 

 

浜松医療センターでは、2019 年度より始まる内科専門医制度の基幹病院プ

ログラムを作成し皆さんの参加をお待ちしています。 

初期研修医制度では、内科を含め外科・婦人科・小児科・救急などのロー

テションを行い、“医師”として“患者”に接し、病気を診ることの大切

さ、重要さを感じながら研修を行ってきたと思います。それに引き続く後期

研修では、自分の進むべき専門領域の基礎を固め、症例経験の積み重ねや手

技の習得により患者さんの信頼に応えられる医師になること、症例報告をま

とめることや臨床試験に参加することなどから医学・医療の発展に不可欠な

リサーチマインドの最初のスタート地点につくことが目標となります。 

この度は、日本専門医機構が中心となり、国民のみなさんにわかりやすい

安心な医療を提供するために、標準的な医療の質・サービスを確保すること

として、基盤となる 19 の基本領域での専門医研修制度をスタートさせます。

浜松医療センターでは、いわゆる“内科医”として基本的知識・手技を身に

つけていることはもちろんのこと、それぞれの専門領域では最先端の医療技

術・機器を用いて日々の臨床を行っています。このような環境の中で、内科

専門医研修プログラムでは初期研修から引き続く内科専門医として、それか

ら各専門領域でのスペシャリストと活躍できる若い医師を育ていく強い気持

ちを持っています。 

 

浜松医療センター内科専門医研修プログラムは 

 

１）「市中病院として症例数が豊富」 

静岡県西部医療圏における中核病院の一つとして豊富な症例数があり、救

急救命センターでは多数の救急車を受け入れている急性期病院です。いわゆ

る common disease から、専門分野の疾患まで経験できます 

２）「基幹病院での 2 年間の研修」 

基幹病院である浜松医療センターにて 2 年間の研修を行います。循環器・

消化器・呼吸器・腎臓を中心とした主要な領域を、じっくりと研修すること

で“内科”としての全身管理の基礎を習得できます。症例を”経験すれば良

い“のではなく、”学びとる“研修を行っていきます。 
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３）「大学病院とは独立した診療科」 

浜松医療センターの内科系診療科は、さまざまな大学出身者から構成され

ています。いわゆる医局制度になやむ心配はありません。プログラムの修了

後は引き続き当院にて臨床経験を研鑽することも可能ですし、希望する大

学・施設があれば、紹介・推薦をすることも可能です。 

 

以上のような特徴のあるプログラムを作成しました。全国から浜松へ、そ

して皆さんと一緒に充実した内科領域の専門研修ができるように浜松医療セ

ンターでは考えています。 

研修内容などについてご質問がありましたらいつでもご連絡ください。ま

た病院見学などいつでも歓迎いたします。（shigenok@hmedc.or.jp） 

 

2.浜松医療センター内科専門研修プログラムの概要 

理念【整備基準 1】 

1）  本プログラムは、静岡県西部医療圏の中心的な急性期病院である浜松医療セ

ンターを基幹施設として、近隣医療圏にある連携施設・関連大学とで内科専門

研修を経て静岡県西部の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な医

療も行えるように訓練され、基本的臨床能力獲得後は必要に応じた可塑性のあ

る内科専門医として静岡県全域を支える内科専門医の育成を行います。 

 

2）  初期臨床研修を修了した内科専攻医は、本プログラム専門研修施設群での 3

年間（基幹施設 2 年間＋連携施設 1 年間）に、豊富な臨床経験を持つ指導医の

適切な指導の下で、内科専門医制度研修カリキュラム定められた内科領域全般

にわたる研修を通じて、標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な知識と

技能とを修得します。 

 

内科領域全般の診療能力とは、臓器別の内科系 Subspecialty 分野の専門医に

も共通して求められる基礎的な診療能力です。また、知識や技能に偏らずに、

患者に人間性をもって接すると同時に、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の素養をも修得して可塑性が高く様々な環境下で全人的な

内科医療を実践する先導者の持つ能力です。内科の専門研修では、幅広い疾患

群を順次、経験してゆくことによって、内科の基礎的診療を繰り返して学ぶと

ともに、疾患や病態に特異的な診療技術や患者の抱える多様な背景に配慮する

経験とが加わることに特徴があります。そして、これらの経験を単に記録する

のではなく、病歴要約として、科学的根拠や自己省察を含めて記載し、複数の

指導医による指導を受けることによってリサーチマインドを備えつつも全人的

医療を実践する能力を涵養することを可能とします。 

 

 

 

mailto:shigenok@hmedc.or.jp
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使命【整備基準 2】 

1） 静岡県西部医療圏に限定せず、超高齢社会を迎えた日本を支える内科専門医と

して、①高い倫理観を持ち ②最新の標準的医療を実践し ③安全な医療を心

がけ ④プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を提供し、臓器別専

門性に著しく偏ることなく全人的な内科診療を提供すると同時にチーム医療を

円滑に運営できる研修を行います。 

 

2） 本プログラムを修了し内科専門医の認定を受けた後も、内科専門医は常に自己

研鑽を続け、最新の情報を学び、新しい技術を修得し、標準的な医療を安全に

提供し、疾病の予防、早期発見、早期治療に努め、自らの診療能力をより高め

ることを通じて内科医療全体の水準をも高めて、地域住民、日本国民を生涯に

わたって最善の医療を提供してサポートできる研修を行います。 

 

3） 疾病の予防から治療に至る保健・医療活動を通じて地域住民の健康に積極的に

貢献できる研修を行います。 

 

4） 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います。 

 

特性 

1） 本プログラムは、静岡県西部医療圏の中心的な急性期病院である浜松医療セン

ターを基幹施設として、静岡県西部医療圏にある連携施設・関連大学とで内科

専門研修を経て超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解し、必要に応じた

可塑性のある、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練されま

す。研修期間は基幹施設 2 年間＋連携施設 1 年間の 3 年間になります。 

 

2） 浜松医療センター内科施設群専門研修では、症例をある時点で経験するという

ことだけではなく、主担当医として、入院から退院〈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。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

得をもって目標への到達とします。 

 

3） 基幹施設である浜松医療センターは、静岡県西部医療圏の中心的な急性期病院

であるとともに、地域の病診・病病連携の中核であります。一方で、地域に根

ざす第一線の病院でもあり、common disease の経験はもちろん、超高齢社

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。 
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4） 基幹施設である浜松医療センターでの 2 年間（専攻医 2 年修了時）で、「研修

手帳（疾患群項目表）」に定められた 70 疾患群のうち、少なくとも通算で 45

疾患群、120 症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-

OSLER）に登録できます。そして、専攻医 2 年修了時点で、指導医による形成

的な指導を通じて、内科専門医ボードによる評価に合格できる 29 症例の病歴要

約を作成できます。(P.48 別表 1「浜松医療センター疾患群症例病歴要約到達目

標」参照） 

 

5） 浜松医療センター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、専門研修 3 年間のうち一年間を、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します。 

 

6） 基幹施設である浜松医療センターでの 2 年間と専門研修施設群での 1 年間（専

攻医 3 年修了時）で、「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた 70 疾患群の

うち、少なくとも通算で 56 疾患群、160 症例以上を経験し、日本内科学会専攻

医登録評価システム（J-OSLER）に登録できます。可能な限り、「研修手帳

（疾患群項目表）」に定められた 70 疾患群、200 症例以上の経験を目標としま

す。 

（P.48 別表１「浜松医療センター疾患群症例病歴要約到達目標」参照）  

 

専門研修後の成果【整備基準 3】 

内科専門医の使命は、①高い倫理観を持ち ②最新の標準的医療を実践し ③安

全な医療を心がけ ④プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を展開する

ことです。内科専門医のかかわる場は多岐にわたるが、それぞれの場に応じて、 

1）地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医） 

2）内科系救急医療の専門医 

3）病院での総合内科（Generality）の専門医 

4）総合内科的視点を持った Subspecialist 

に合致した役割を果たし、地域住民、国民の信頼を獲得します。それぞれのキャ

リア形成やライフステージ、あるいは医療環境によって、求められる内科専門医像

は単一でなく、その環境に応じて役割を果たすことができる、必要に応じた可塑性

のある幅広い内科専門医を多く輩出することにあります。 

浜松医療センター内科専門研修施設群での研修終了後はその成果として、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よって、これらいずれかの形態に合致すること

もあれば、同時に兼ねることも可能な人材を育成します。そして、静岡県西部医療

圏に限定せず、超高齢社会を迎えた日本のいずれの医療機関でも不安なく内科診療

にあたる実力を獲得していることを要します。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を

できることも、本施設群での研修が果たすべき成果です。 

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
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2.募集専攻医数【整備基準 27】 

下記 1)～7)により、浜松医療センター内科専門研修プログラムで募集可能な内科

専攻医数は 1 学年 5 名とします。 

1） 浜松医療センター内科後期研修医は現在 3 学年併せて 10 名で 1 学年 1-5 名の実

績があります。 

2） 剖検体数は 2015 年度 11 体です。 

 

表１.浜松医療センター診療科別診療実績 （入院は DPC 病名） 

2015 年度実績 入院患者実数 

（人/年） 

外来延患者数 

（延人数/年） 

消化器内科 1,367  21,839  

循環器内科 961  14,019 

内分泌・代謝内科 386  13,107  

腎臓内科 245  6,0.16  

呼吸器内科 1,237  12,840  

神経内科 22  1,878  

  血液内科 616  9,154  

リウマチ科 60  

       

  

3,737  

感染症内科 116  3,636  

救急科 87  7,529  

 

3） 内分泌・代謝、膠原病（リウマチ）、神経内科領域の入院患者は少なめです

が、外来患者診療を含め、1 学年 5 名に対し十分な症例を経験可能です。 

4） 13 領域の専門医が少なくとも 1 名以上在籍しています。(P.22「浜松医療セン

ター内科専門研修施設群」参照） 

5） 1 学年 5 名までの専攻医であれば、専攻医 2 年修了時に「研修手帳（疾患群項

目表）」に定められた 45 疾患群、120 症例以上の診療経験と 29 病歴要約の作

成は達成可能です。 

6） 連携施設には、高次機能・専門病院（大学病院）1 施設、地域医療密着型病院 2

施設の計 3 施設あり、専攻医のさまざま希望・将来像に対応可能です。原則と

して 1 か所の連携施設での研修を行います。特にサブスペシャリティ領域の研

修を大学病院で選択した専攻医においては、6 か月間を大学病院で、6 か月間を

地域医療密着型病院での研修を行うこととします。 

7） 専攻医 3 年修了時に「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた少なくとも 56

疾患群、160 症例以上の診療経験は達成可能です。 

 

 

 

 

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
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3.専門知識・専門技能とは 

1） 専門知識【整備基準 4】［「内科研修カリキュラム項目表」参照］ 

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

ます。 

「内科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」、

「疾患」などを目標（到達レベル）とします。 

 

2） 専門技能【整備基準 5】［「技術・技能評価手帳」参照］ 

内科領域の「技能」は、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・治療方針決定を指します。さらに全人的に患者・家族と関わって

ゆくことや他の Subspecialty 専門医へのコンサルテーション能力とが加わり

ます。これらは、特定の手技の修得や経験数によって表現することはできませ

ん。 

4.専門知識・専門技能の習得計画 

1） 到達目標【整備基準 8～10】（P.48 別表 1「浜松医療センター疾患群症例病歴

要約到達目標」参照）主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める

全 70 疾患群を経験し、200 症例以上経験することを目標とします。内科領域研

修を幅広く行うため、内科領域内のどの疾患を受け持つかについては多様性が

あります。そこで、専門研修（専攻医）年限ごとに内科専門医に求められる知

識・技能・態度の修練プロセスは以下のように設定します。 

 

○専門研修（専攻医）１年: 

∙ 症例：「研修手帳（疾患群項目表）」に定める 70 疾患群のうち、少なくとも

20 疾患群、60 症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-

OSLER）にその研修内容を登録します。以下、全ての専攻医の登録状況につい

ては担当指導医の評価と承認が行われます。 

∙ 専門研修修了に必要な病歴要約を 10 症例以上記載して日本内科学会専攻医登録

評価システム（J-OSLER）に登録します。 

∙ 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、Subspecialty 上級医とともに行うことがで

きます。 

∙ 態度：専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty 上級医およびメディカル

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

ィードバックを行います。 

 

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-gijutsu.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf


8  

○専門研修（専攻医）２年: 

∙ 症例：「研修手帳（疾患群項目表）」に定める 70 疾患群のうち、通算で少なく

とも 45 疾患群、120 症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム

（J-OSLER）にその研修内容を登録します。 

∙ 専門研修修了に必要な病歴要約をすべて記載して日本内科学会専攻医登録評価

システム（J-OSLER）への登録を終了します。 

∙ 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・Subspecialty 上級医の監督下で行うことが

できます。 

∙ 態度：専攻医自身の自己評価と、指導医・Subspecialty 上級医およびメディカ

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います。専門研修

（専攻医）１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します。 

 

○専門研修（専攻医）３年: 

∙ 症例：主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全 70 疾患群を経

験し、200 症例以上経験することを目標とします。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

含むことができます）を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-

OSLER）にその研修内容を登録します。 

∙ 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します。 

∙ 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（J-OSLER）による査読を受けます。査読者の評価を受け、形成的に

より良いものへ改訂します。但し、改訂に値しない内容の場合は、その年度の

受理（アクセプト）を一切認められないことに留意します。 

∙ 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ます。 

∙ 態度：専攻医自身の自己評価と、指導医・Subspecialty 上級医およびメディカ

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います。専門研修

（専攻医）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します。また、内科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、さらなる改善を図ります。 

 

専門研修修了には、すべての病歴要約 29 症例の受理と、少なくとも 70 疾患群

中の 56 疾患群以上で計 160 症例以上の経験を必要とします。日本内科学会専攻

医登録評価システム（J-OSLER）における研修ログへの登録と指導医の評価と承

認とによって目標を達成します。 

浜松医療センター内科施設群専門研修では、「研修カリキュラム項目表」の知

識、技術・技能修得は必要不可欠なものであり、修得するまでの最短期間は３年

間（基幹施設 2 年間＋連携施設 1 年間）とするが、修得が不十分な場合、修得で

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
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きるまで研修期間を１年単位で延長します。一方で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・技能研修を開始させます。 

 

2） 臨床現場での学習【整備基準 13】 

内科領域の専門知識は、広範な分野を横断的に研修し、各種の疾患経験とその

省察とによって獲得されます。内科領域を 70 疾患群（経験すべき病態等を含

む）に分類し、それぞれに提示されているいずれかの疾患を順次経験します

（下記①～⑤参照）。この過程によって専門医に必要な知識、技術・技能を修

得します。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します。ま

た、自らが経験することのできなかった症例については、カンファレンスや自

己学習によって知識を補足します。これらを通じて、遭遇する事が稀な疾患で

あっても類縁疾患の経験と自己学習によって適切な診療を行えるようにしま

す。 

① 内科専攻医は、担当指導医もしくは Subspecialty の上級医の指導の下、主

担当医として入院症例と外来症例の診療を通じて、内科専門医を目指して常

に研鑽します。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。 

② 定期的（毎週 1 回）に開催する各診療科あるいは合同カンファレンスを通じ

て、担当症例の病態や診断過程の理解を深め、多面的な見方や最新の情報を

得ます。また、プレゼンターとして情報検索およびコミュニケーション能力

を高めます。 

③ 総合内科外来（初診を含む）と Subspecialty 診療科外来（初診を含む）を

少なくても週 1 回、基幹病院では 2 年間担当医として経験を積みます。 

④ 当直医として内科の救急外来および病棟急変などの経験を積みます。 

⑤ 必要に応じて、Subspecialty 診療科検査を担当します。 

 

3） 臨床現場を離れた学習【整備基準 14】 

１）内科領域の救急対応、２）最新のエビデンスや病態理解・治療法の理解、

３）標準的な医療安全や感染対策に関する事項、４）医療倫理、医療安全、感染

防御、臨床研究や利益相反に関する事項、５）専攻医の指導・評価方法に関する

事項、などについて、以下の方法で研鑽します。 

① 定期的（毎週 1 回程度）に開催する各診療科での抄読会  

② 医療倫理・医療安全・感染防御に関する講習会（基幹施設 2014 年度実績,医

療倫理 2 回、医療安全 8 回、感染対策 6 回） 

※ 内科専攻医は年に 2 回以上受講します。 

③ CPC（基幹施設 2015 年度実績 8 回） 

④ 研修施設群合同カンファレンス（2018 年度：年 2 回開催予定） 

⑤ 地域参加型のカンファレンス（基幹施設：診療協議会（週 1 回）2015 年度
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実績 49 回） 

⑥ JMECC 受講（基幹施設：2015 年度開催実績 1 回：受講者 12 名） 

※ 内科専攻医は必ず専門研修１年次または 3 年に 1 回受講します。 

⑦ 内科系学術集会（下記「7.学術活動に関する研修計画」参照） 

⑧ 各種指導医講習会/JMECC 指導者講習会 

など 

 

4） 自己学習【整備基準 15】 

「研修カリキュラム項目表」では、知識に関する到達レベルを A（病態の理解と合

わせて十分に深く知っている）と B（概念を理解し、意味を説明できる）に分類、

技術・技能に関する到達レベルを A（複数回の経験を経て、安全に実施できる、ま

たは判定できる）、B（経験は少数例ですが、指導者の立ち会いのもとで安全に実

施できる、または判定できる）、C（経験はないが、自己学習で内容と判断根拠を

理解できる）に分類、さらに、症例に関する到達レベルを A（主担当医として自ら

経験した)、B（間接的に経験している（実症例をチームとして経験した、または症

例検討会を通して経験した）、C（レクチャー、セミナー、学会が公認するセルフ

スタディやコンピューターシミュレーションで学習した）と分類しています。

（「研修カリキュラム項目表」参照）自身の経験がなくても自己学習すべき項目に

ついては、以下の方法で学習します。 

① 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 

② 日本内科学会雑誌にある MCQ 

③ 日本内科学会が実施しているセルフトレーニング問題 

など 

 

5） 研修実績および評価を記録し、蓄積するシステム【整備基準 41】 

日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）を用いて、以下を web ベー

スで日時を含めて記録します。 

∙ 専攻医は全 70 疾患群の経験と 200 症例以上を主担当医として経験することを目

標に、通算で最低 56 疾患群以上 160 症例の研修内容を登録します。指導医はそ

の内容を評価し、合格基準に達したと判断した場合に承認を行います。 

∙ 専攻医による逆評価を入力して記録します。 

∙ 全 29 症例の病歴要約を指導医が校閲後に登録し、専門研修施設群とは別の日本

内科学会病歴要約評価ボード（J-OSLER）によるピアレビューを受け、指摘事

項に基づいた改訂を受理（アクセプト）されるまでシステム上で行います。 

∙ 専攻医は学会発表や論文発表の記録をシステムに登録します。 

∙ 専攻医は各専門研修プログラムで出席を求められる講習会等（例：CPC、地域

連携カンファレンス、医療倫理・医療安全・感染対策講習会）の出席をシステ

ム上に登録します。 

 

 

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
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5.プログラム全体と各施設におけるカンファレンス【整備基準 13、14】 

浜松医療センター内科専門研修施設群でのカンファレンスの概要は、施設ごと

に実績を記載した（P.22「浜松医療センター内科専門研修施設群」参照）。プロ

グラム全体と各施設のカンファレンスについては、基幹施設である浜松医療セン

ター臨床研修管理センターが把握し、定期的に E-mail などで専攻医に周知し、出

席を促します。 

6.リサーチマインドの養成計画【整備基準 6、12、30】 

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す。この能力は自己研鑽を生涯にわたってゆく際に不

可欠となります。 

浜松医療センター内科専門研修施設群は基幹施設、連携施設、特別連携施設の

いずれにおいても、 

① 患者から学ぶという姿勢を基本とする。 

② 科学的な根拠に基づいた診断、治療を行う（EBM; evidence based 

medicine）。 

③ 最新の知識、技能を常にアップデートする（生涯学習）。 

④ 診断や治療の evidence の構築・病態の理解につながる研究を行う。 

⑤ 症例報告を通じて深い洞察力を磨く。 

といった基本的なリサーチマインドおよび学問的姿勢を涵養します。併せて、 

① 初期研修医あるいは医学部学生の指導を行う。 

② 後輩専攻医の指導を行う。 

③ メディカルスタッフを尊重し、指導を行う。  

を通じて、内科専攻医としての教育活動を行います。 

7.学術活動に関する研修計画【整備基準 12】 

浜松医療センター内科専門研修施設群は基幹病院、連携病院において、 

① 内科系の学術集会や企画に年 2 回以上参加します（必須）。 

※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・講習会を推奨します。 

② 経験症例についての文献検索を行い、症例報告を行います。 

③ 臨床的疑問を抽出して臨床研究を行います。 

④ 内科学に通じる基礎研究を行います。 

を通じて、科学的根拠に基づいた思考を全人的に活かせるようにします。 

内科専攻医は学会発表あるいは論文発表を筆頭者 2 件以上行います。 

なお、専攻医が、社会人大学院などを希望する場合でも、浜松医療センター内科

専門研修プログラムの修了認定基準を満たせるようにバランスを持った研修を推

奨します。 
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8.コア・コンピテンシーの研修計画【整備基準 7】 

「コンピテンシー」とは観察可能な能力で、知識、技能、態度が複合された能

力です。これは観察可能であることから、その習得を測定し、評価することが可

能です。その中で共通・中核となる、コア・コンピテンシーは倫理観・社会性で

す。 

浜松医療センター内科専門研修施設群は基幹施設、連携施設において指導医、

Subspecialty 上級医とともに下記１）～10）について積極的に研鑽する機会を

与えます。プログラム全体と各施設のカンファレンスについては、基幹施設であ

る浜松医療センター臨床研修管理センターが把握し、定期的に E-mail などで専攻

医に周知し、出席を促します。 

 

内科専門医として高い倫理観と社会性を獲得します。 

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 後輩医師への指導 

※ 教える事が学ぶ事につながる経験を通し、先輩からだけではなく後輩、医療関

係者からも常に学ぶ姿勢を身につけます。 

9.地域医療における施設群の役割【整備基準 11、28】 

内科領域では、多岐にわたる疾患群を経験するための研修は必須です。浜松医

療センター内科専門研修施設群研修施設は静岡県西部医療圏の医療機関から構成

されています。 

浜松医療センターは、静岡県西部医療圏の中心的な急性期病院であるととも

に、地域の病診・病病連携の中核です。一方で、地域に根ざす第一線の病院でも

あり、コモンディジーズの経験はもちろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持

った患者の診療経験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や診療所（在宅訪

問診療施設などを含む）との病診連携も経験できます。また、臨床研究や症例報

告などの学術活動の素養を身につけます。 

連携施設には、内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し、地域医療や全人的

医療を組み合わせて、急性期医療、慢性期医療および患者の生活に根ざした地域

医療を経験できることを目的に、高次機能・専門病院である浜松医科大学医学部

附属病院、地域医療密着型病院である JA 静岡厚生連 遠州病院および市立湖西

病院で構成しています。 
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高次機能・専門病院では、高度な急性期医療、より専門的な内科診療、希少疾

患を中心とした診療経験を研修し、臨床研究や基礎的研究などの学術活動の素養

を身につけます。地域医療密着型病院では、浜松医療センターと異なる環境で、

地域の第一線における中核的な医療機関の果たす役割を中心とした診療経験や、

地域に根ざした医療、地域包括ケア、在宅医療などを研修します。 

 

10.地域医療に関する研修計画【整備基準 28、29】 

浜松医療センター内科施設群専門研修では、症例をある時点で経験するという

ことだけではなく、主担当医として、入院から退院〈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、個々の患者

に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得を目標としています。 

浜松医療センター内科施設群専門研修では、主担当医として診療・経験する患

者を通じて、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。 

 

11.内科専攻医研修【整備基準 16】

 

  （図１）浜松医療センター 内科専門医研修プログラム 概略図 

 

基幹施設である浜松医療センターで 2 年間、連携施設で 1 年間の専門研修を行い

ます（図１は 1 年次と 3 年次が基幹施設、2 年次に連携施設で研修の例）。  

専攻医の希望・将来像、研修達成度をもとに研修管理員会にて、1 年次の内科系

診療科でのローテションおよび 2 年次または 3 年次でおこなう連携施設での研修
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内容を調整し決定します。なお、研修達成度によってはサブスペシャリティ研修も

可能です（個人により異なります）。 

特に、サブスペシャリティ研修に浜松医科大学病院を選択した専攻医は、大学

病院で 6 か月間、地域医療密着型病院での研修を 6 か月間行うこととします。 

 

12.専攻医の評価時期と方法【整備基準 17、19～22】 

1）浜松医療センター臨床研修管理センターの役割 

∙ 浜松医療センター内科専門研修プログラム管理委員会の事務局を行います。 

∙ 浜松医療センター内科専門研修プログラム開始時に、各専攻医が初期研修期間

などで経験した疾患について日本内科学会専攻医登録評価システム（J-

OSLER）の研修手帳 Web 版を基にカテゴリー別の充足状況を確認します。 

∙ 3 ヶ月ごとに研修手帳 Web 版にて専攻医の研修実績と到達度を適宜追跡し、専

攻医による研修手帳 Web 版への記入を促します。また、各カテゴリー内の研修

実績と到達度が充足していない場合は該当疾患の診療経験を促します。 

∙ 6 ヶ月ごとに病歴要約作成状況を適宜追跡し、専攻医による病歴要約の作成を促

します。また、各カテゴリー内の病歴要約が充足していない場合は該当疾患の

診療経験を促します。 

∙ 6 ヶ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

席を追跡します。 

∙ 年に複数回（8 月と 2 月、必要に応じて臨時に）、専攻医自身の自己評価を行

います。その結果は日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）を通じ

て集計され、1 ヶ月以内に担当指導医によって専攻医に形成的にフィードバック

を行って改善を促します。 

∙ 臨床研修管理センターは、メディカルスタッフによる 360 度評価（内科専門研

修評価）を毎年複数回（8 月と 2 月、必要に応じて臨時に）行います。担当指

導医・Subspecialty 上級医に加えて、看護師長、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 人を指名し、評価しま

す。評価表で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を多職種が評価します。評価は無記名方式

で、臨床研修管理センターもしくは統括責任者が各研修施設の研修委員会に委

託して 5 名以上の複数職種に回答を依頼し、その回答は担当指導医が取りまと

め、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）に登録します（他職種

はシステムにアクセスしません）。その結果は日本内科学会専攻医登録評価シ

ステム（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バッ

クを行います。 

∙ 日本専門医機構内科領域研修委員会によるサイトビジット（施設実地調査）に

対応します。 
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2）専攻医と担当指導医の役割 

∙ 専攻医 1 人に 1 人の担当指導医（メンター）が浜松医療センター内科専門研修

プログラム管理委員会により決定されます。 

∙ 専攻医は web にて日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）にその研

修内容を登録し、担当指導医はその履修状況の確認をシステム上で行ってフィ

ードバックの後にシステム上で承認をします。この作業は日常臨床業務での経

験に応じて順次行います。 

∙ 専攻医は、1 年目専門研修終了時に研修カリキュラムに定める 70 疾患群のうち

20 疾患群、60 症例以上の経験と登録を行うようにします。2 年目専門研修終了

時に 70 疾患群のうち 45 疾患群、120 症例以上の経験と登録を行うようにしま

す。3 年目専門研修終了時には 70 疾患群のうち 56 疾患群、160 症例以上の経

験の登録を修了します。それぞれの年次で登録された内容は都度、担当指導医

が評価・承認します。 

∙ 担当指導医は専攻医と十分なコミュニケーションを取り、研修手帳 Web 版での

専攻医による症例登録の評価や臨床研修管理センターからの報告などにより研

修の進捗状況を把握します。専攻医は 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・相談します。担当指導医と Subspecialty

の上級医は、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、主担当医の割り振りを調整します。 

∙ 担当指導医は Subspecialty 上級医と協議し、知識、技能の評価を行います。 

∙ 専攻医は、専門研修（専攻医）2 年修了時までに 29 症例の病歴要約を順次作成

し、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）に登録します。担当指

導医は専攻医が合計 29 症例の病歴要約を作成することを促進し、内科専門医ボ

ードによる査読・評価で受理（アクセプト）されるように病歴要約について確

認し、形成的な指導を行う必要があります。専攻医は、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（専攻医）3 年次修了ま

でにすべての病歴要約が受理（アクセプト）されるように改訂します。これに

よって病歴記載能力を形成的に深化させます。 

 

3）評価の責任者年度ごとに担当指導医が評価を行い、基幹施設あるいは連携施設の

内科研修委員会で検討します。その結果を年度ごとに浜松医療センター内科専門

研修管理委員会で検討し、統括責任者が承認します。 

 

4）修了判定基準【整備基準 53】 

1.担当指導医は、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）を用いて研

修内容を評価し、以下ⅰ)～ⅵ)の修了を確認します。 

i） 主担当医として「研修手帳（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ます）を

経験することを目標とします。その研修内容を日本内科学会専攻医登録評

価システム（J-OSLER）に登録します。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 症例以上の症例（外来症例は登録

http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-curriculum.pdf
http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf


16  

症例の 1 割まで含むことができます）を経験し、登録します（P.48 別表 1

「浜松医療センター疾患群症例病歴要約到達目標」参照）。 

i i） 29 病歴要約の内科専門医ボードによる査読・形成的評価後の受理（アク

セプト） 

i i i） 所定の 2 編の学会発表または論文発表 

iv） JMECC 受講 

v） プログラムで定める講習会受講 vi）日本内科学会専攻医登録評価システム

（J-OSLER）を用いてメディカルスタッフによる 360 度評価（内科専門研

修評価）と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 

2.浜松医療センター内科専門医研修プログラム管理委員会は、当該専攻医が上記

修了要件を充足していることを確認し、研修期間修了約 1 か月前に浜松医療セ

ンター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

定を行います。 

 

5）プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備 

「専攻医研修実績記録フォーマット」、「指導医による指導とフィードバックの

記録」および「指導者研修計画（FD）の実施記録」は、日本内科学会専攻医登録

評価システム（J-OSLER）を用います。なお、「浜松医療センター内科専攻医研

修マニュアル」【整備基準 44】、「浜松医療センター内科専門研修指導者マニュ

アル」【整備基準 45】を別に示します。 

 

13.専門研修管理委員会の運営計画【整備基準 34、35、37～39】 

（P.21「浜松医療センター内科専門研修プログラム管理委員会」参照） 

1）浜松医療センター内科専門研修プログラムの管理運営体制の基準  

i）内科専門研修プログラム管理委員会にて、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。内科専門研修プログラム管理委員会は、統

括責任者、プログラム管理者（ともに総合内科専門医かつ指導医）、事務局代

表者、内科 Subspecialty 分野の研修指導責任者（診療科科長）および連携施

設担当委員で構成されます。また、オブザーバーとして専攻医を委員会会議の

一部に参加させます（P.21 浜松医療センター内科専門研修プログラム管理委員

会参照）。浜松医療センター内科専門研修プルグラム管理委員会の事務局を浜

松医療センター病院臨床研修管理センターにおきます。 

i i）浜松医療センター内科専門研修施設群は、基幹施設、連携施設ともに内科専門研

修委員会を設置します。委員長 1 名（指導医）は、基幹施設との連携のもと、活

動するとともに、専攻医に関する情報を定期的に共有するために、毎年 3 月と 9

月に開催する浜松医療センター内科専門研修プログラム管理委員会の委員として

出席します。 

基幹施設、連携施設ともに、毎年 4 月 30 日までに、浜松医療センター内科専

門研修プログラム管理委員会に以下の報告を行います。 
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① 前年度の診療実績 

a) 病院病床数、b)内科病床数、c)内科診療科数、d)１か月あたり内科外来患

者数、e)1 か月あたり内科入院患者数、f)剖検数 

② 専門研修指導医数および専攻医数 

a)前年度の専攻医の指導実績、b)今年度の指導医数/総合内科専門医数、c)今年

度の専攻医数、d)次年度の専攻医受け入れ可能人数。 

③ 前年度の学術活動 

a) 学会発表、b)論文発表 

④ 施設状況 

a) 施設区分、b)指導可能領域、c)内科カンファレンス、d)他科との合同カンフ

ァレンス、e)抄読会、f)机、g)図書館、h)文献検索システム、 i)医療安全・感染

対策・医療倫理に関する研修会、 j)JMECC の開催。 

⑤ Subspecialty 領域の専門医数 

日本消化器病学会消化器専門医数、日本循環器学会循環器専門医数、日本内分

泌学会専門医数、日本糖尿病学会専門医数、日本腎臓病学会専門医数、日本呼

吸器学会呼吸器専門医数、日本血液学会血液専門医数、日本神経学会神経内科

専門医数、日本アレルギー学会専門医（内科）数、日本リウマチ学会専門医

数、日本感染症学会専門医数、日本救急医学会救急科専門医数 

14.プログラムとしての指導者研修（FD）の計画【整備基準 18、43】 

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」を活用します。 

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します。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（J-OSLER）を用

います。 

 

15.専攻医の就業環境の整備機能（労務管理）【整備基準 40】 

労働基準法や医療法を順守することを原則とします。 

専門研修（専攻医）は基幹施設および連携施設の就業規則に基づき、就業します

（P.22「浜松医療センター内科専門研修施設群」参照）。 

 

基幹施設である浜松医療センターの整備状況： 

∙ 研修に必要な図書室とインターネット環境があります。 

∙ 浜松医療公社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。 

∙ 敷地内に院内保育所があり、利用可能です。 

 

専門研修施設群の各研修施設の状況については、P.22「浜松医療センター内科
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専門施設群」を参照。また、総括的評価を行う際、専攻医および指導医は専攻

医指導施設に対する評価も行い、その内容は浜松医療センター内科専門研修プ

ログラム管理委員会に報告されるが、そこには労働時間、当直回数、給与な

ど、労働条件についての内容が含まれ、適切に改善を図ります。 

16.内科専門研修プログラムの改善方法【整備基準 48～51】 

1） 専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価日本内科学会専攻医

登録評価システム（J-OSLER）を用いて無記名式逆評価を行います。逆評価は

年に複数回行います。また、年に複数の研修施設に在籍して研修を行う場合に

は、研修施設ごとに逆評価を行います。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ます。また集計結果に基づ

き、浜松医療センター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ます。 

 

2） 専攻医等からの評価（フィードバック）をシステム改善につなげるプロセス

専門研修施設の内科専門研修委員会、浜松医療センター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日本内科学会専攻

医登録評価システム（J-OSLER）を用いて、専攻医の逆評価、専攻医の研修状

況を把握します。把握した事項については、浜松医療センター内科専門研修プ

ログラム管理委員会が以下に分類して対応を検討します。 

① 即時改善を要する事項 

② 年度内に改善を要する事項 

③ 数年をかけて改善を要する事項 

④ 内科領域全体で改善を要する事項 

⑤ 特に改善を要しない事項 

なお、研修施設群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、専攻医や指導医から日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とします。 

∙ 担当指導医、施設の内科研修委員会、浜松医療センター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日本内科学会専攻

医登録評価システム（J-OSLER）を用いて専攻医の研修状況を定期的にモニタ

し、浜松医療センター内科専門研修プログラムが円滑に進められているか否か

を判断して浜松医療センター内科専門研修プログラムを評価します。 

∙ 担当指導医、各施設の内科研修委員会、浜松医療センター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日本内科学会専

攻医登録評価システム（J-OSLER）を用いて指導医が専攻医の研修にどの程度

関与しているかをモニタし、自律的な改善に役立てます。状況によって、日本

専門医機構内科領域研修委員会の支援、指導を受け入れ、改善に役立てます。 

3） 研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

浜松医療センター病院臨床研修管理センターと浜松医療センター内科専門研修

プログラム管理委員会は、浜松医療センター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ビジットを受け入れ対応します。
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その評価を基に、必要に応じて浜松医療センター内科専門研修プログラムの改良

を行います。 

浜松医療センター内科専門研修プログラム更新の際には、サイトビジットによ

る評価の結果と改良の方策について日本専門医機構内科領域研修委員会に報告し

ます。 

17.専攻医の募集および採用の方法【整備基準 52】 

本プログラム管理委員会は、日本専門医機構が定める日程に従ってプログラムの

website での公表や説明会などを行い、内科専攻医を募集します。プログラムへ

の応募者は、浜松医療センター臨床研修管理センターの website の浜松医療セン

ター医師募集要項（浜松医療センター内科専門研修プログラム：内科専攻医）に従

って応募します。書類選考および面接を行い、浜松医療センター内科専門研修プロ

グラム管理委員会において協議の上で採否を決定し、本人に文書で通知します。 

(問い合わせ先) 浜松医療センター臨床研修管理センター事務局 榊原智宏 

E-mail: sakakiba1962@hmedc.or.jp、 HP: http://www.hmedc.or.jp 

浜松医療センター内科専門研修プログラムを開始した専攻医は、遅滞なく日本内

科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）にて登録を行います。 

 

18.内科専門研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の

条件【整備基準 33】 

やむを得ない事情により他の内科専門研修プログラムの移動が必要になった場合

には、適切に日本内科学会専攻医登録評価システム（J-OSLER）を用いて浜松医療

センター内科専門研修プログラムでの研修内容を遅滞なく登録し、担当指導医が認

証します。これに基づき、浜松医療センター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ます。他の内科専門研修プログラムから浜松医療セン

ター内科専門研修プログラムへの移動の場合も同様です。 

他の領域から浜松医療センター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、さらに浜松医療センター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、日本内科学会専攻医登録評価システム（J-

OSLER）への登録を認めます。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ります。 

疾病あるいは妊娠・出産、産前後に伴う研修期間の休止については、プログラム

終了要件を満たしており、かつ休職期間が 6 ヶ月以内であれば、研修期間を延長す

る必要はないものとします。これを超える期間の休止の場合は、研修期間の延長が

必要です。短時間の非常勤勤務期間などがある場合、按分計算（1 日 8 時間、週 5

日を基本単位とします）を行なうことによって、研修実績に加算します。留学期間

は、原則として研修期間として認めません。 

mailto:sakakiba1962@hmedc.or.jp
http://www.hmedc.or.jp/
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19.事務局および問い合わせ先 

浜松医療センター 臨床研修管理センター  

医療クラーク課 榊原智宏 

〒432-8580 浜松市中区富塚町 328 番地 

TEL：053-453-7111、 FAX：053-452-9217 

E-mail：sakakiba1962@hmedc.or.jp 

ホームページ：http://www.hmedc.or.jp 

  

tel:053-453-7111
mailto:sakakiba1962@hmedc.or.jp
http://www.hmedc.or.jp/
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浜松医療センター内科専門研修プログラム管理委員会 

（2018 年 2 月現在） 

浜松医療センター 

重野 一幸（プログラム統括責任者） 

長山 浩士（プログラム管理者、内分泌・代謝分野責任者） 

小笠原 隆（臨床研修員会 委員長） 

武藤 真広（循環器分野責任者） 

金岡 繁 （消化器分野責任者） 

笠松 紀雄（呼吸器分野責任者） 

坂本 政信（神経分野責任者） 

内藤 健助（血液分野責任者） 

田原 大悟（膠原病分野責任者） 

矢野 邦夫（感染分野責任者） 

加藤 俊哉（救急分野責任者） 

 

榊原 智宏（医療クラーク課 事務局代表） 

 

 

連携施設担当委員 

浜松医科大学付属病院  須田 隆文（内科学第二 教授） 

JA 静岡厚生連 遠州病院  高瀬 浩之（診療部長） 

市立湖西病院      寺田 肇（病院長） 

 

 

浜松医療センター 内科専門研修プログラム 研修委員会  

                    （2018 年 2 月現在） 

委員長：小笠原 隆 

委員：  

武藤 真広、小林 正和、澤崎 浩平（循環器内科） 

笠松 紀雄、小笠原 隆、加藤 史照（呼吸器内科） 

金岡 繁、影山 富士人、岩岡 泰志、 栗山 茂、佐原 秀 

（消化器内科） 

大石 和久、武田 明日美（腎臓内科） 

坂本 政信（神経内科） 

長山 浩士（内分泌・代謝内科） 

内藤 健助、重野 一幸（血液内科） 

田原 大悟、高取 宏昌（リウマチ科） 

矢野 邦夫（感染症内科） 

加藤 俊哉（救急科）  
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浜松医療センター内科専門研修施設群 

 

研修期間：3 年間（基幹施設 2 年間＋連携施設 1 年間） 

 

図１．浜松医療センター 内科専門医研修プログラム  

 

表 2. 各内科専門研修施設の内科 13 領域の研修の可能性 

 

専門研修施設群の構成要件【整備基準 25】 

内科領域では、多岐にわたる疾患群を経験するための研修は必須です。浜松医療

センター内科専門研修施設群研修施設は静岡県西部医療圏の医療機関から構成され

ています。 

浜松医療センターは、静岡県西部医療圏の中心的な急性期病院です。そこでの研

修は、地域における中核的な医療機関の果たす役割を中心とした診療経験を研修し

ます。また、臨床研究や症例報告などの学術活動の素養を身につけます。 

連携施設には、内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し、地域医療や全人的医
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療を組み合わせて、急性期医療、慢性期医療および患者の生活に根ざした地域医療

を経験できることを目的に、高次機能・専門病院である浜松医科大学医学部付属病

院、地域医療密着型病院である、JA 静岡厚生連 遠州病院および市立湖西病院で構

成しています。 

高次機能・専門病院では、高度な急性期医療、より専門的な内科診療、希少疾患

を中心とした診療経験を研修し、臨床研究や基礎的研究などの学術活動の素養を身

につけます。 

地域医療密着型病院では、浜松医療センターと異なる環境で、地域の第一線にお

ける中核的な医療機関の果たす役割を中心とした診療経験や、地域に根ざした医

療、地域包括ケア、在宅医療などを研修します。 

 

専門研修施設（連携施設）の選択 

基幹施設である浜松医療センターで 2 年間、連携施設で 1 年間の専門研修を行い

ます（図１は 1 年次と 3 年次が基幹施設、2 年次に連携施設で研修の例）。  

専攻医の希望・将来像、研修達成度をもとに研修管理員会にて、1 年次の内科系

診療科でのローテションおよび 2 年次または 3 年次でおこなう連携施設での研修

内容を調整し決定します。なお、研修達成度によっては Subspecialty 研修も可能

です（個人により異なります）。 

特に、Subspecialty 研修に浜松医科大学病院を選択した専攻医は、大学病院で

6 か月間、地域医療密着型病院での研修を 6 か月間行うこととします。  

 

専門研修施設群の地理的範囲【整備基準 26】 

静岡県西部医療圏にある施設から構成しています。最も距離が離れている市立湖

西病院は浜松医療センターから自動車を利用して、45 分程度の移動時間であり、移

動や連携に支障をきたす可能性は低いです。 
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1)専門研修基幹施設 

浜松医療センター 

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。 

•浜松医療センター任期付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。 

•敷地内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 

•指導医は 21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、プログラム

管理者（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攻医の研修を管理する内科専門

研修委員会と臨床研修管理センターを設置します。 

•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を定期的に主催（2018年度予

定）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 9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（診療協議会；2015 年度実績 49

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ます。 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC 受講（2015年度開催

実績 1回：受講者 12 名）を義務付け、そのための時間的余裕を与

えます。 

•日本専門医機構による施設実地調査に臨床研修管理センターが

対応します。  

 

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領域 13 分野のうち，総合内科を除く，

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。 

•専門研修に必要な剖検（2015年度実績 11体）を行っていま

す。 

 

認定基準 

【整備基準 23】 

4)学術活動の環境 

•臨床研究に必要な図書室、写真室などを整備しています。 

•日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 1演題以上の

学会発表（2015年度実績 2 演題）をしています． 
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指導責任者 重野一幸 化学療法科:科長・血液内科:医長 

【内科専攻医へのメッセージ】 

 浜松市南西部の急性期病院を担う病院として設立されていま

す。内科は専門領域９つ（消化器、循環器、呼吸器、腎臓、血

液、リウマチ、内分泌・代謝、神経、感染症）がそれぞれ特徴の

ある診療を行っています。市中病院ならではの common disease

の症例数が豊富で地域に根ざした医療の提供を行っています。ま

た静岡県西部地区の感染症内科、血液内科の中核診療拠点病院と

して機能しています。浜松医科大学の教育関連病院であることか

ら、大学病院との連携を重視した内科研修が可能です。実践でき

る内科専門医になります。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 21名、日本内科学会総合内科専門医 10名、

日本消化器病学会消化器専門医 4 名、日本循環器学会循環器専門

医 3 名、日本糖尿病学会専門医 2 名、日本内分泌学会内分泌代謝

科専門医 1名、日本腎臓病学会専門医 2名、日本呼吸器学会呼吸

器専門医 3名、日本血液学会血液専門医 3 名、日本神経学会神経

内科専門医 1 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 3 名、日本感染症学会専門医 1 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 総外来患者（実数）19,276 名，総入院患者（実数）15,379 名 

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・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 

日本老年医学会認定施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本内分泌学会認定教育施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本血液学会認定血液研修施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本透析医学会専門医制度認定施設 

日本神経学会教育関連施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本救急医学会救急科専門医指定施設 

日本呼吸器内視鏡学会専門医認定施設 

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

など 
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診療科名：消化器内科 

診療責任者名：科長 金岡 繁、内視鏡科:科長 影山富士人 

  

金岡 繁 

  

影山富士人 

 

消化器内科は 12 名のスタッフで、5名の指導医と 7 名の専門医取得前の若手で診療して

います。 

 消化管および肝胆膵の良性・悪性疾患や、救急疾患から慢性疾患にいたるまでの診断か

ら治療を幅広く行っています。また、最終診断を迅速にするため各部門（外科、放射線科、

画像診断科、病理科等々）との連携を密に行っています。 

 消化管では食道・胃・大腸早期癌に対し内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）や内視鏡的粘

膜切除（EMR）をはじめ PDT（photo dynamic therapy）や APC（アルゴンプラズマ凝

固）を積極的に行っています。また、悪性狭窄に対し緩和を目指した食道・胃・大腸の消

化管ステントや BTS（bridge to surgery）を目的とした大腸ステントも積極的に行ってい

ます。上部・下部消化管出血に対しては、内視鏡的（HSE、クリップ法、凝固法、EISL、

EBLなど）や IVR などを駆使し止血しています。IBD（潰瘍性大腸炎やクローン病）や腸管

ベーチェット病などの難病疾患に対し白血球除去療法、TNF-α抗体療法やタクロリムスな

どを積極的に行い、5-ASAや免疫調節剤などの治療と合わせて包括的な診療を行い長期予

後の改善を目指しています。 

 肝疾患についてはウイルス肝炎から自己免疫性肝疾患、NASH、薬物性肝障害、肝腫瘍

などの疾患の診療にあたっています。肝生検から RFAの治療や最新の抗ウイルス療法など

指導医数  5名 

 

施設認定 日本内科学会認定教育施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本消化管学会指導施設 

日本超音波医学会専門医研修施設 
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の治療まで導入しています。C 型慢性肝疾患に対する DAAs 治療は現時点までに 100 名以

上の加療をしております。また食道胃静脈瘤内視鏡治療にも EISL など内視鏡治療に対応し

ています。胆膵疾患についても地域トップクラスの ERCPの件数があり、胆膵腫瘍や胆石

などに積極的に内視鏡治療を行っています。また超音波を用いた経皮的胆道造影等も含め

て、消化器外科や放射線科との協力体制もできており TACE や放射線治療などの他科治療

にも十分に対応しています。 

“特徴” 

 当科は日本内科学会・日本消化器病学会・日本肝臓学会・日本消化器内視鏡学会・日本

超音波医学会・日本消化管学会などの認定・指導認定施設であり消化器関連学会認定医や

専門医取得に必要な指導体制とスタッフが整っています！ 

 また我々は、チームワークのとれたグループ診療をめざしており、医師だけでなく看護

師・薬剤師・栄養師・臨床検査技師など多くのスタッフと連携した治療が出来ています！ 

 

実績 

消化器 

検査・治療法/件数  2014 年  

上部消化管内視鏡検査 3793 件 小腸内視鏡検査（カプセル･バルーン） 27 件 

経鼻内視鏡検査 84 件 胃瘻造設(交換含まず) 17 件 

下部消化管内視鏡検査 1753 件 胃癌（化学療法） 22 件 

上・下部消化管 ESD 35 件 大腸癌（化学療法） 29 件 

下部消化管 EMR 440 件   

肝胆膵 

検査・治療法/件数 2014 年  

内視鏡 ERCP 376 件 超音波 腹部 3708 件 

内視鏡 EST 100 件 超音波 造影 53 件 

内視鏡 ENBD 170 件 透視下 PTCD 15 件 

内視鏡 ERBD 96 件 透視下 PTGBD(A) 22 件 

内視鏡 EISL 9 件 肝生検 21 件 

RFA 7 件 肝生検 21 件 

TACE 45 件 膵癌（化学療法） 35 件 

 

入院患者数（2014 年） 消化器内科 延べ 22,740 名（新患 1,541名） 

外来患者延べ数 20,538名（新患 1,321 名）  

 

主な対象疾患 

【消化管疾患】 

逆流性食道炎 好酸球性食道炎 食道アカラシア 食道・胃静脈瘤 食道癌  

ヘリコバクター・ピロリ胃炎 胃・十二指腸潰瘍 胃癌 十二指腸癌 消化管 GIST  

消化管悪性リンパ腫 消化管 NET 炎症性腸疾患（IBD） 大腸癌  

大腸憩室疾患（憩室炎、憩室出血） 虚血性腸炎 など 
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【肝胆膵疾患】  

ウイルス性肝疾患 自己免疫性肝疾患 薬物性肝疾患 肝硬変 肝腫瘍（肝がんおよび良

性腫瘍） 胆道系腫瘍（胆管がん 胆嚢がん 乳頭部がん および良性腫瘍）胆石症  

膵炎（急性および慢性） 自己免疫性膵炎 膵腫瘍（膵がん IPMN） など    

 

得意とする診断・治療  

【消化管】 

① 食道・胃・大腸癌の診断と治療（ESD、進行再発に対する放射線・化学療法）  

② 大腸内視鏡、大腸 CTと大腸カプセルを用いた包括的な大腸疾患の診断と治療  

③ カプセル内視鏡とシングルバルン小腸内視鏡を用いた小腸疾患の診断と治療 

④ 看護師・薬剤師・栄養士などパラメデイカルを含めた包括的な消化管疾患の診療 

【肝胆膵】 

⑤ ウイルス性肝疾患およびその他の肝疾患の診断と治療  

⑥ 内視鏡および超音波を含めた肝胆膵疾患の診断と治療  

⑦ 膵腫瘍や胆石等の胆膵疾患の診断と治療 

⑧ 看護師・薬剤師・栄養士などパラメデイカルを含めた包括的な肝胆膵疾患の診療 

 

【学会活動】 

海外では DDW-USA、国内では JDDWでのシンポジウム発表など、国内外の学会発表を積

極的に行っており、また JDDWでは２年連続優秀演題賞を受賞しています。 

 

診療科名 循環器内科 

診療責任者名：科長 武藤真広 

  

 

 循環器疾患は、虚血性心疾患、不整脈、心不全がメインとなりますが、当科ではその急

性期対応、診断、基本的治療から高度な専門的治療まで行うことが可能であると考えてい

ます。急性心筋梗塞や狭心症に対するカテーテル治療（PCI）、頻脈性不整脈に対するカテ

ーテルアブレーション（最近では、70％程度が心房細動に対するカテーテルアブレーショ

ンとなっています）、致死性不整脈に対する ICD 植込み、重症心不全に対する心臓再同期

療法（CRT）など invasiveな治療を積極的に行っていますが、適応基準や患者さんの背

指導医数  ３名 

施設認定 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設、 

     日本心血管インターベンション学会認定研修施設 

     日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 
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景を十分に考慮した上で行っています。治療方針は、心臓外科医とも連携し手術適応につ

いて検討を行っています。  

代表的な循環器疾患の症例数は多く、入院患者を受け持つことで、循環器疾患に対する基

本的な診断、考え方、治療法を習熟していただき、専門的な高度治療に関しては、上級医

と一緒に多く経験していただければと思います。 

 

実績 

検査・治療法/件数 2014 年  

冠動脈造影 543 件（緊急 CAG 99 件） 経食道心エコー検査 19 件 

PCI 240 件（緊急 PCI 72 件） ホルター心電図 226 件 

ペースメーカー移植 49 件（新規 30 件, 交換 19 件） 負荷心電図 297 件 

植込み型除細動器（ICD）移植 11 件（新規 4 件, 交換 7 件） トレッドミルテスト 37 件 

心臓再同期療法（CRT） 
CRT-P 新規 1 件,   

CRT-D 新規 3 件,  交換 2 件 
負荷心筋シンチ 

147 件 （運動負荷 106 件,   薬

物負荷 41 件） 

カテーテルアブレーション 185 件（心房細動 121 件） 心臓 CTA 202 件 

末梢血管形成術（EVT） 21 件 心臓 MRI 15 件 

下大静脈フィルター 14 件 心臓超音波検査 3195 件 

 

主な疾患 2014 年 

急性心筋梗塞入院患者数 77 名 

心不全入院患者数 268 名 

 

入院患者数（2014年） 循環器内科 1,069名（CCU 入院患者 452名） 

外来患者延べ数 14,293名  

 

主な対象疾患 

 虚血性心疾患：狭心症、心筋梗塞、虚血性心筋疾患など 

 不整脈：上室性不整脈、心室性不整脈、徐脈性不整脈など 

 心不全：急性左心不全、慢性心不全 

 心筋疾患：拡張型心筋症、肥大型心筋症、心筋炎、その他の心筋症など 

 弁膜症；大動脈弁疾患、僧帽弁疾患など 

 大動脈疾患：大動脈瘤、急性大動脈解離など 

 末梢動脈疾患：閉塞性動脈硬化症、血栓性閉塞症など 

 高血圧疾患：本態性高血圧、腎血管性高血圧、内分泌性高血圧など 

 生活習慣病：脂質異常症、メタボリック症候群など 

 

得意とする診断・治療 

 虚血性心疾患に対するカテーテル治療（PCI）末梢血管疾患に対する血管形成術

（EVT） 

 不整脈に対するカテーテルアブレーション  不整脈に対するデバイス植込み治療 

 重症心不全に対する心臓再同期療法（CRT）  
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診療科名  内分泌代謝内科 

診療責任者名：科長 長山浩士 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

当院内分泌代謝内科には常勤医師 1名に、専修医 2 名を加え 3 名で外来・入院診療を運

営しています。当科入院患者は糖尿病教育入院を中心に年間 250 名程度、外来は 1 日平均

60 名程度です。また当院は総合病院で各診療科が充実しているため、他疾患で入院中の糖

尿病患者のコンサルテーションが多いのも特徴です。 

 糖尿病については、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、検査技師、歯科衛生士と

様々な職種と協力して、糖尿病教室をおこない、週 1 回のチームカンファレンスで教育入

院患者情報を共有します。病棟看護師 3名、薬剤師 1 名、理学療法士 1 名が糖尿病療養指

導士を取得しており、コメディカルも熱心に糖尿病診療に携わっています。糖尿病は様々

な合併症を引き起こしますが、当院は眼科、腎臓内科、循環器内科、神経内科、脳神経外

科など糖尿病の合併症管理にかかせない科がそろっているため、患者さんにとっても、ま

た診療、研修する側にとっても恵まれた環境にあります。またインスリンポンプ療法の患

者も 5名おり、外来では血糖自己測定器使用者全員の記録を非接触型 ICカード経由で電

子カルテに取り込み正確な値を評価しています。常に最新の医療を提供できるように努力

しています。 

 甲状腺疾患で入院を必要とする患者は少数ですが、外来ではバセドウ病、橋本病、結節

性甲状腺腫など多くの症例を経験します。毎週甲状腺エコーを行い、必要あればエコー下

に穿刺吸引細胞診を行います。手術が必要な場合は当院耳鼻科と連携します。当院では甲

状腺癌とバセドウ病の外来アイソトープ治療も可能です。 

 下垂体副腎疾患は、症例数は多くありませんが、広い地域からの紹介等で、原発性アル

ドステロン症や、褐色細胞腫、クッシング症候群、SIADH、中枢性尿崩症など様々な疾患

を経験することが出来ます。 

 

 

 

 

 

指導医数  1 名 

施設認定 日本糖尿病学会認定教育施設 

     日本内分泌学会認定教育施設 

     日本甲状腺学会認定専門医施設 

     日本内科学会認定医制度教育病院 
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実績 

検査・治療法/件数 2014 年  

甲状腺エコー（医師施行分） 200 件 バセドウ病放射性ヨウ素内用療法（外来） 5 件 

甲状腺細胞診 150 件 インスリンポンプ療法(CSII) 5 件 

甲状腺癌放射性ヨウ素内用療法･ 

（外来）（2014 年 11 月〜） 
3 件 SMBG 記録のコンピューター取り込み 約 500 件/月 

 

疾患名/件数 2014 年 
 

2 型糖尿病 1300 名 下垂体機能低下症 30 名 

1 型糖尿病 100 名 原発性副甲状腺機能亢進症 20 名 

ミトコンドリア異常症による糖尿病 1 名 先端巨大症 5 名 

バセドウ病 100 名 クッシング症候群 5 名 

橋本病 200 名 原発性アルドステロン症 10 名 

結節性甲状腺腫 300 名 褐色細胞腫 2 名 

甲状腺眼症 5 名 尿崩症 5 名 

入院患者数（2014 年） 内分泌内科 392 名 

外来患者延べ数 12,838名  

 

主な対象疾患 

代謝疾患：2 型糖尿病 1型糖尿病 

内分泌疾患：バセドウ病 橋本病 結節性甲状腺腫 甲状腺癌 甲状腺眼症 

原発性副甲状腺機能亢進症 

下垂体副腎疾患 

 

得意とする診断・治療 

外来インスリン治療患者の SMBG 記録全例コンピューター取り込みによる診療 

結節性甲状腺腫の画像評価（組織弾性評価など） 

バセドウ病、甲状腺癌の外来放射性ヨウ素内用療法 

 

取り扱っている特定疾患・高度医療 

下垂体性 ADH 分泌異常症（指定難病） 

下垂体性 TSH分泌亢進症（指定難病） 

下垂体性 PRL 分泌亢進症（指定難病） 

クッシング病（指定難病） 

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症（指定難病） 

下垂体性前葉機能低下症（指定難病） 

アジソン病（指定難病） 

甲状腺ホルモン不応症（指定難病） 

 

特殊治療 

持続皮下インスリン注入装置(CSII) バセドウ病、甲状腺癌の外来放射性ヨウ素内用療法  
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診療科名  腎臓内科 

診療責任者名：科長 大石和久 

 

  
 

 腎臓内科は人工透析内科を兼務しています。慢性腎臓病、急性腎障害、電解質異常、酸

塩基平衡異常、血液浄化療法の診療を行っております。腎生検から透析導入まで幅広く腎

疾患を経験できます。内シャント手術は年間 80－90 件で内シャント手術はほとんどが透

析導入時の手術です。当科の医師１名は日本リウマチ学会の専門医でもあり、膠原病に合

併した腎疾患の症例も豊富です。 

透析ベッドは 33 床あり、透析は通常の血液透析のほか、血液濾過(HF)、血液濾過透析

(CHDF)、血漿交換、血漿吸着、血液吸着、持続血液濾過透析(CHF)なども必要に応じて行

っています。透析は、総合病院の特色をいかし、近隣の透析施設からの整形外科疾患、虚

血性心疾患、心臓血管外科症例、脳血管疾患、一般外科手術症例、その他入院の必要な透

析患者の透析を担当しています。救命救急センターでの血液浄化も当科が行っています。 

実績 

検査・治療法/件数 2014 年  

腎生検 14 件 エンドトキシン吸着 15 件 3 名 

内シャント造設 89 件 血液吸着 97 件 13 名 

血液透析（HD） 延べ 8468 件 250 名 ハーベスト（PBSCH） 15 件 10 名 

血液濾過透析（OHDF） 延べ 395 件  5 名 単純血漿交換 延べ 3 件 

持続血液濾過透析（CHDF） 延べ  73 件   9 名   

 

入院患者数（2014 年） 腎臓内科 394 名 

外来患者延べ数 5,915名  

 

 

 

 

 

 

指導医数  ２名 

認定施設 日本腎臓学会研修施設  

日本透析医学会認定施設  

日本内科学会認定医制度教育病院 
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診療科名 呼吸器内科 

診療責任者名：副院長・科長 笠松紀雄 

 

  

内科専門医を目指す若い医師にとって、呼吸器内科で研修することは極めて有意義な期間

です。「肺は全身疾患を映す鏡」という言葉があります。呼吸器内科で対応する疾患には他

臓器のいろいろな疾患や全身疾患での呼吸器への合併症、例えば膠原病の間質性肺炎や免

疫抑制剤による重症肺感染症、高齢者社会を繁栄する Common な誤嚥性肺炎などがあ

り、これらに対する臨床を通して内科一般と呼吸器領域両者を併行して研修できます。  

具体的には胸部 X 線写真や CT写真の読影技術や抗生剤やステロイドなどの基本的な使い

方が良い例です。また悪性腫瘍の死亡者の首位となっている肺癌診療では、診断のための

気管支鏡検査などの専門技術だけでなく、化学療法の基本や終末患者の緩和ケアのいろは

を指導医から教育されます。 

呼吸器内科を研修すると、19疾患群（全体の 1/３以上）60症例は経験可能です。皆さん

の期待に沿えるようお待ちしています。 

 

実績 
 

 
2014 年  

気管支鏡検査 130 件 胸腔ドレナージ 50 件 

睡眠時無呼吸検査 76 件 人工呼吸管理 35 件 

肺癌化学療法 67 件   

 
 

 
2014 年 

肺炎、感染症 182 名 

肺癌 267 名 

間質性肺炎 69 名 

睡眠時無呼吸症候群 76 名 

難しい疾患症候群 10 名 

 

入院患者数（2014 年） 1,170 名（延べ 20,817 名） 

外来患者延べ数 12,876名  

 

 

指導医数  3名 

施設認定 日本呼吸器学会認定施設 

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 
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主な対象疾患 

肺癌 

呼吸器感染症（肺炎、胸膜炎、肺真菌症など） 

慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息 

 

得意とする診断・治療 

肺癌の診断（気管支鏡検査他）と化学療法（オーダーメイド治療） 

急性／慢性呼吸不全と理学療法 

人工呼吸管理 

 

取り扱っている特定疾患・高度医療・特殊治療 

サルコイドーシス 

特発性肺線維症 

石綿関連肺疾患 

禁煙外来 

 

 

診療科名  血液内科 

診療責任者名：科長 内藤健助 

  

血液内科は 5 人のスタッフで診療にあたっています。入院患者数は平均 45名前後で、

静岡県内の血液内科では、一番の症例数です。 

造血幹細胞移植にも積極的に取り組んでおり、骨髄バンクと臍帯血バンクの認定施設とな

っています。移植症例については、浜松医科大学 血液内科グループと定期的にカンファレ

ンスを行うとともに、前処置や GVHD予防などの統一化を図っています。 

また、静岡県血友病ネットワークに参加し、静岡県立こども病院で治療されてきた血友病

の患者さん（成人）を引き受けています。静岡県西部地区における血友病の拠点病院とな

っています。 

血液内科で専門研修を行う場合、病棟業務が中心となります。指導医と必ずペアで患者

を担当します。当科にて専門研修を行えば、化学療法から造血幹細胞移植まで、さらには

血栓・止血領域までと非常に幅広く血液内科の経験を積むことができます。また、強力な

指導医数  2名 

施設認定 日本血液学会血液研修施設 

日本骨髄バンク骨髄採取・移植認定施設 

日本さい帯血バンク登録医療機関 
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化学療法、造血幹細胞移植の際には、様々な合併症（肺炎などの感染症、心不全、肝不

全、腎不全など）が生じます。これらに対応していくため、一般内科医・総合内科医とし

ての能力も向上させることができるでしょう。 

血液内科のスタッフは全員温和です。病棟には必ず上級医がいるため、疑問や困ったこと

などがあれば、すぐに相談することができます。土・日曜日・祝日は当番制となってお

り、しっかりと休暇をとることが可能です。 

他職種との連携も緊密に行っています。週 1回行われる血液内科の合同カンファレンス

では、医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、栄養士が参加し、活発な議論がかわさ

れています。 

さあ、チーム血内で一緒に働きましょう。 

 

実績 

検査・治療法/件数 年間 

造血幹細胞移植 10-15 件 

 

疾患名/件数 年間 
 

悪性リンパ腫 70-80 例 骨髄異形成症候群 20 例 

多発性骨髄腫 20-25 例 慢性骨髄性白血病 5 例 

急性骨髄性白血病 15-20 例 再生不良性貧血 3-5 例 

急性リンパ性白血病 5 例 特発性血小板減少性紫斑病 10 例 

 

入院患者数（2014 年） 血液内科 672名 

外来患者延べ数 9,255名  

 

主な対象疾患 

 造血器悪性腫瘍：急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病 

  悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、ALアミロイドーシス 

 難治性貧血：自己免疫性溶血性貧血、再生不良性貧血 

 出血性疾患：自己免疫性血小板減少性紫斑病、血栓性血小板減少性紫斑病 

 凝固異常症：血友病、播種性血管内凝固症 

 AL アミロイドーシスなど 

 

得意とする診断・治療 

 自家末梢血幹細胞移植（悪性リンパ腫・多発性骨髄腫） 

同種血縁者間（非血縁者間）造血幹細胞移植（白血病・骨髄形成症候群） 

同種さい帯血移植（白血病・骨髄形成症候群） 
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診療科名  神経内科 

診療責任者名：科長 坂本政信 

 

  
 

 パーキンソン病、認知症、脳血管障害、大脳変性疾患が外来患者さんの約２/３を占め、

末梢神経疾患、神経免疫疾患、筋疾患がそれに続きます。電気生理学的検査や病理学的検

査はもちろん、浜松ホトニクスと連携して認知症やパーキンソン病の頭部ＰＥＴ検査も勉

強できます。 

 

実績 

検査・治療法/件数 2014 年 

神経生理学的検査 65 件 

頭部ＰＥＴ検査 15 件 

ステロイド・免疫抑制療法 42 件 

ボツリヌストキシン療法 15 件 

 

入院患者数（2014 年） 神経内科 78名 

外来患者延べ数 2,946名  

 

主な対象疾患 

神経変性疾患：パーキンソン病、アルツハイマー病、多系統委縮症、脊髄小脳変性症 

   筋萎縮性側索硬化症など 

神経免疫疾患：重症筋無力症、多発性硬化症、ギラン・バレー症候群など 

脳血管障害：脳梗塞 

神経感染症：髄膜炎・脳炎、クロイツフェルト・ヤコブ病など 

末梢神経疾患：多発性神経炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーなど 

錐体外路疾患：片側舞踏運動、ジストニア、本態性振戦など 

筋疾患：筋ジストロフィー、多発性筋炎、遠位型ミオパチーなど 

内科的疾患に伴う神経疾患：糖尿病性神経障害、膠原病に伴う神経障害など 

 

 

指導医数  １名 

施設認定 日本内科学会教育病院  

日本神経学会教育関連施設  

日本認知症学会教育施設 
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得意とする診断・治療 

 パーキンソン病、アルツハイマー病などの認知症 

 片側顔面痙攣に対するボツリヌストキシン療法 

 

取り扱っている特定疾患・高度医療・特殊治療 

 神経難病全般 

 

 

診療科名 リウマチ科 

診療責任者名：科長 田原大悟 

  

  

もともとは腎臓膠原病科としてリウマチ疾患を診療していましたが、膠原病領域の診

断・治療の進歩は著しく、とても兼務では困難ということで平成 26年 4月にリウマチ科

として独立しました。そのため腎生検や腎機能が低下した症例の薬物療法、透析療法、リ

ウマチ疾患では特殊治療である吸着療法、血漿交換などの血液浄化療法をスムースに行う

ことが可能です。また血液内科との連携でリウマチ疾患領域における造血幹細胞移植療法

も経験しています。手術が必要な症例は整形外科に気軽に相談ができます。平成 28年 4

月からは外来に関節エコーを設置し、リウマチ疾患領域で行う検査、治療はほぼすべて網

羅しているといえます。 

 静岡県では浜松医大を中心に「静岡リウマチネットワーク」を設立しており当院も参加

しています。ネットワークを中心とした勉強会、研究会、症例検討会も豊富です。 

リウマチ疾患というと何となく苦手意識を持っている若手医師も多いと思いますが、少し

でも経験するとおもしろい分野です。研修をお待ちしています。 

 

実績 

検査・治療法/件数 2014 年 

関節造影 MRI 40 件 

血管炎に対する PET-FDP 検査 5 件 

関節リウマチに対する生物学的製剤使用 20 件 

ベーチェット病に対する生物学的製剤 2 件 

ベーチェット病に対する造血幹細胞移植治療 1 件 

指導医数  2名 

施設認定 日本リウマチ学会教育認定施設 
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疾患名/件数 2014 年  

関節リウマチ 150 名 血管炎症候群 20 名 

全身性エリテマトーデス 30 名 成人型スチル病 3 名 

シェーグレン症候群 40 名 混合性結合組織病 5 名 

強皮症 10 名 リウマチ性多発筋痛症 10 名 

ベーチェット病 10 名 RS3PE 症候群 5 名 

皮膚筋炎/多発性筋炎 10 名 抗リン脂質抗体症候群 3 例 

入院患者数（2014 年） 94 名 

外来患者延べ数 3,816名  

 

主な対象疾患 

関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、強皮症 

ベーチェット病、皮膚筋炎/多発性筋炎、血管炎症候群、成人型スチル病 

混合性結合組織病、リウマチ性多発筋痛症、RS3PE 症候群、抗リン脂質抗体症候群 

IgG4関連疾患、線維筋痛症など 

 

得意とする診断・治療 

不明熱の診断 

免疫吸着療法、血漿交換療法 

関節リウマチ患者に対する生物学的製剤治療、白血球除去療法 

 

取り扱っている特定疾患・高度医療・特殊治療 

全身性エリテマトーデス、悪性関節リウマチ、強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎 

大動脈炎症候群、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症 

混合性結合組織病、ベーチェット病、その他 

など膠原病領域のほぼ全ての疾患を取り扱っています。 

 

 

診療科名：感染症内科 

診療責任者名：副院長・科長 矢野邦夫 

 

  

 

指導医数  1名 

施設認定 日本感染症学会認定施設 
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HIV診療、発熱外来、渡航外来、渡航ワクチン、院内感染対策などを担当しています。

HIV感染者/エイズ患者は累積で 220 人以上が受診・入院しています。そのなかで、日常的

に受診しているのは 150人程度ですので、外来では必ず HIV診療が可能です。その他、マ

ラリアやデング熱がときどき受診しますので、その対応も可能です。渡航ワクチンは狂犬

病やチフスワクチンなど輸入ワクチンも駆使しています。感染症の予防と治療の全般を経

験できると思います。 

 

東海四県および北陸地域全体を含め、HIV診療の経験は 2 番目に多い病院です。常に、

最新のエイズ診療を実施しています。また、NPOとも協力しながら、HIVについての市民

の啓発もおこなっています。すなわち、エイズ診療の予防と治療の全体を学ぶことができ

ると考えます。 

渡航後の発熱や下痢などについても対応しており、ときどき、マラリアやデング熱とい

った感染症に遭遇します。このときには日本で認可されていない薬剤や検査診断法を駆使

しますので、他院では経験できない診断治療をみることができます。 

渡航者向けに渡航ワクチンを接種していますが、大規模病院で実施しているところは殆ど

ないことから、周辺地域の企業などから受診してきています。彼らのスケジュールを聞き

ながらベストのタイミングでワクチン接種する方法を身に着けることができます。輸入ワ

クチンも使用しています。 

院内感染対策は国内で屈指の指針をもっています。CDC ガイドラインをベースとしてい

ますが、それを病院の実情に合わせて作り替えて実施しています。血液体液曝露やインフ

ルエンザの集団感染などが発生したときには如何にしてベストな対応ができるかを学ぶこ

とができます。近くの病院や診療所および歯科診療所での血液曝露についても対応してお

ります。 

 

実績 

検査・治療法/件数 2015 年 
 

HIV 感染者/エイズ 150 件程度(再診含む) 感染症コンサルト 500 件以上 

渡航ワクチン 2000 件以上(外来にて) 院内感染対策 随時 

輸入感染症 数件(デング熱など)   

 

入院患者数（2014 年） 感染症内科 262 名 

外来患者延べ数 3,509名  

 

主な対象疾患 

HIV感染症/エイズ患者、輸入感染症、不明熱、腎盂腎炎、肺炎、蜂窩織炎 

 

得意とする診断・治療 

HIV感染症の進行状態の把握、マラリアおよびデング熱での輸入機器による診断など 
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取り扱っている特定疾患・高度医療・特殊治療 

HIV感染症/エイズ患者 

 

 

診療科名  救命救急センター 

診療責任者名： 副院長・救命救急センター長・脳外科:科長 中山禎司 

副センター長・救急科:科長 加藤俊哉 

副センター長・循環器内科:科長 武藤真広 

  

中山禎司 

   

加藤俊哉      武藤真広 

 

 浜松医療センターでは昭和 57 年 10月に認可を受け、救命救急センターを設置していま

す。当センターは救急外来および救命病棟 30 床 (ICU ; Intensive Care Unit 9 床，

CCU ； Coronary Care Unit 6 床，HCU ; High Care Unit 15 床)で構成されます。 

 救急外来においては、平日日中・２次救急当番日には救急科が主体となり救急初期診療

を行います。夜間・休日においては病院挙げて当直体制で対応します。 

 救命病棟では救急科，脳神経外科，循環器科，呼吸器科，消化器科などが中心となり、

院内全科の協力のもと重症患者の診療にあたります。また外科・心臓血管外科・呼吸器外

科・脳神経外科などの術後管理を行い surgical ICU としての機能も果たします。 

  救命救急センターでの救急外来診療・救命病棟管理が救急科の中心的な臨床業務で

す。救急外来での救急初期診療においては、AHA（アメリカ心臓協会）のガイドラインに

従った BLS（１次救命処置）と ACLS（２次救命処置）、JPTEC（病院前外傷救護標準化プ

ログラム）と JATEC（外傷初期診療ガイドライン）に沿った外傷初期診療、ISLS(神経救急

指導医数  ３名 

施設認定 日本救急医学会専門医指定施設 

脳卒中学会認定研修教育施設 



41  

蘇生)に沿った脳卒中初期診療などに取り組んでいます。また内科救急は JMECC（日本内

科学会認定内科救急・ICLS 講習会）に沿った診療を実践しています、救急初期診療の結

果、入院治療が必要と判断された場合は、疾患に応じて入院担当科を決定し担当医に引き

継ぎます。また重症病態，多発外傷，重症・特殊中毒などの患者では、救急初期診療に引

き続き入院治療まで当科で担当します。2014年度の当科入院患者数は 327件でした。救

急外来受診患者数は 7906 人でした。 

 地域のメディカルコントロール体制に参画し、ON および OFF Line のメディカルコント

ロールを行っています。更に災害対策医療に取り組んでおり、DMAT（災害派遣医療チー

ム）も設置されています。救急医学教育も重要な 業務の一部であり、臨床研修医（救急医

療）、救急救命士（就業前実習，薬剤投与実習など）、医学部学生の臨床教育に取り組ん

でいます。 

 

入院患者数（2014 年） 救急科 327名 

外来患者延べ数 7,906名  

 

【救命救急センターの対象疾患】 

 救急外来では１次～３次救急のすべての救急患者に対応します。軽症患者は外来にて応

急処置・治療をします。重症患者は応急処置に引き続き、入院治療を行います。 

 救命病棟への入院は原則として重症・重篤な患者が対象となります。具体的には、心肺

停止蘇生後，各種ショック，急性呼吸不全，意識障害，重症心疾患，重症脳卒中，重症多

発外傷，重症熱傷，特殊中毒，大手術を要する病態，集中治療を要する病態などです。 

2014 年度救急搬送応需件数は 5981 件でした。 
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2)専門研修連携施設 

1．浜松医科大学医学部附属病院 

 

認定基準 

【整備基準 23】 

1)専攻医の環境 

•臨床研修指定病院です。 

•施設内に研修に必要なインターネット環境が整備されていま

す。  

•専攻医（医員）として労務環境が保障されています。 

•メンタルストレスを適切に対処するために基幹施設と連携でき

ます。 

•ハラスメント委員会が整備されています。 

•女性専攻医が安心して勤務できるような休憩室や更衣室等が整

備されています。  

•敷地内の保育施設等が利用可能です。 

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 39名在籍しています（施設の研修委員会）。  

•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こ

とができます。 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催していま

す。また，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与

えています。開催が困難な場合には，基幹施設で 行う上記講演会

の受講を専攻医に義務付け，そのための時間的余裕を与えていま

す。 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に参画し，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ます。 

•CPC 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ます。開催が困難な場合には，基幹施設で

行う CPC，もしくは日本内科学会が企画する CPC の受講を専攻

医に義務付け，そのための時間的余裕を与えています。 

•地域参加型のカンファレンスを定期的に参画し，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． 

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 分野のうちいずれかの分野で定常

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 10 演題以上の学

会発表をしています。 

指導責任者 須田 隆文 （宮嶋 裕明 , 前川 裕一郎） 

浜松医科大学病院は，第一内科診療群が神経内科，消化器内科，

腎臓内科，第二内科診療群が呼吸器内科，内分泌・代謝内科，肝

臓内科，第三内科診療群が循環器内科，血液内科，免疫内科の 9

つの専門科に分かれて診療を行っています。当院では，各

subspecialty領域の専門医の資格を持った多数の指導医が在籍し

ていること，市中病院では経験することの少ない神経，膠原病，

アレルギー，血液領域の症例が豊富であること，学会発表や論文

作成など学術的な指導が可能であることより，充実した内科研修

を行うことができます。 
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指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 39 名、日本内科学会総合内科専門医 21 名、

日本消化器病学会消化器専門医 7 名、日本循環器学会循環器専門

医 5名、日本内分泌学会専門医 4名、日本糖尿病学会専門医 3名、

日本腎臓病学会専門医 4 名、日本呼吸器学会呼吸器専門医 9 名、

日本血液学会血液専門医2名、日本神経学会神経内科専門医3名、

日本アレルギー学会専門医（内科）4 名、日本リウマチ学会専門

医 3 名、日本肝臓学会専門医 3 名日本感染症学会専門医 1 名、日

本救急医学会救急科専門医 1 名（平成 28 年度取得予定）、ほか 

外来・入院患者数 外来患者 1,236.6 名（1日平均） 入院患者 517.6名（1日平均） 

経験できる疾患群 稀少疾患も含めて，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・病病連携なども経験できます。 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会教育病院（大学病院） 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化管学会胃腸科指導施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本神経学会教育施設認定 

日本認知症学会教育施設認定 

日本内分泌学会認定教育施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本甲状腺学会認定専門医施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本不整脈学会専門医研修施設認定 

日本高血圧学会専門医施設認定 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

ステントグラフト実施施設 

日本超音波医学会専門医制度研修施設 

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 

日本リウマチ学会教育施設認定 

日本老年医学会認定施設 

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 

日本緩和医療学会専門医認定制度認定研修施設など 
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2．JA静岡厚生連 遠州病院 

 

認定基準 

【整備基準 23】 

1) 専攻医の環境 

•臨床研修医臨床研修指定病院です． 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•JA静岡厚生連 遠州病院 専攻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（経営管理課職員担

当）があります． 

•ハラスメント委員会が整備されています． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，シ

ャワー室，当直室が整備されています． 

•敷地内に院内保育所（夜間保育：不定期二次救急当番日等）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 

•内科指導医が 15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（2014 年

度実績 安全管理職員研修 2 回，医療安全 12 回，感染対策 12

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（2014 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． 

•地域参加型の診療協議会（2014 年度共同診療会議２回/年、勉

強会 4回/年）実績）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，総合内科を除く，消

化器，循環器，内分泌・代謝，腎臓，呼吸器，血液，膠原病、神

経，アレルギー，感染症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 1 演題以上の学

会発表（2014 年度実績 4演題）をしています． 

指導責任者 高瀬浩之 

遠州病院は、浜松市南西部の急性期病院を担う病院として設立され

ています。内科は専門領域 7 つ（消化器、循環器、呼吸器、腎臓、血

液、膠原病、内分泌・代謝、神経）がそれぞれ特徴のある診療を行っ

ています。市中病院ならではの common disease の症例数が豊富で

地域に根ざした医療の提供を行っています。 
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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 5 名，日本循環器学会循環器

専門医 3 名，日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 1 名，日本糖尿

病学会専門医 1名，日本呼吸器学会呼吸器専門医 3 名，日本神経

学会神経内科専門医 2 名，日本アレルギー学会専門医（内科）2

名，日本リウマチ学会リウマチ専門医 1名，日本感染症学会（推

薦）による ICD制度協議会インフェクションコントロ－ルドクタ

－（ICD)として認定 1名， 

 

外来・入院患者数 総外来患者（実数）28,023 名，総入院患者（実数）8,185 名 

 

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 

がんの急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応したがん患者の

診断，治療，緩和ケア，終末期医療などを通じて，地域に根ざし

た医療，病診・病病連携なども経験できます．ソーシャルメディ

カルスタッフ退院支援、居宅支援への取り組み 

も行っております。 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会教育病院 

日本消化器病学会認定施設 

日本循環器学会研修施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本内分泌学会認定教育施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

＊日本透析医学会認定医制度関連施設 

日本神経学会専門医制度における准教育施設 

日本高血圧学会高血圧専門医認定施設 

日本内科学会認定専門医研修施設 

 

＊関連内科医師は在籍、他科にて関連施設所得 
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3．市立湖西病院 

 

認定基準 

【整備基準 23】 

1) 専攻医の環境 

•日本循環器学会研修指定病院です． 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•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があります． 

•ハラスメント委員会が整備されています． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，シ

ャワー室，当直室が整備されています． 

•敷地内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 

•内科指導医が４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（2014 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，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． 

 

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，循環器，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 1 演題以上の学

会発表が可能です。 

指導責任者 寺田肇 

市立湖西病院は、湖西市の急性期病院を担う病院として設立され

ています。循環器内科は専門医 4 名で診療を行っており、消化

器、呼吸器は、内科認定医が診療を行っています。市中病院なら

ではの common disease の症例数が豊富で地域に根ざした医療

の提供を行っています。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 2名，日本内科学会総合内科専門医 4 名， 

日本循環器学会循環器専門医 4名， 

 

外来・入院患者数 総外来患者 9,6674 名，総入院患者 2,142 名 

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）にある循

環器領域の症例と一般内科の症例を経験できます。  
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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患者の診断，治

療，終末期医療などを通じて，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） 

日本循環器学会研修施設 
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別表 1 浜松医療センター疾患群症例病歴要約 各年次到達目標 

 

 

※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 初期臨床研修時の症例は、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。 
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別図１ 

浜松医療センター 内科専門研修 週間スケジュール（例） 

 

★ 浜松医療センター内科専門研修プログラム 

★ 専門知識・専門技能の習得計画に従い、内科専門研修を実践します。 

∙ 上記はあくまでも例・概略です。 

∙ 内科および各診療科（Subspecialty）のバランスにより、担当する業務の曜日、時間

帯は調整・変更されます。 

∙ 入院患者診療には、内科と各診療科（Subspecialty)などの入院患者の診療を含みま

す。 

∙ 日宿直やオンコールなどは、各診療科（Subspecialty)の当番として担当します。 

∙ 地域参加型カンファレンス、講習会、CPC、学会などは各々の開催日に参加します。 

 

 

 


