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１．名称（他のプログラムと容易に区別できること）

山形県立新庄病院

２．プログラム責任者

所在地・連絡先

連絡担当者氏名

§指導医認定・暫定指導医認定見込の場合は、その旨を記載

＊プログラム責任者と別に連絡担当者がいる場合にのみ記載

３．専攻医定員

 1 年あたり（

 

※総合診療専門研修

 常勤指導医を、その部署で同時に研修する

 総合診療専門研修

 1 年あたり最大

４．プログラムの期間

 （ ３ ）年間

 

１．名称（他のプログラムと容易に区別できること）

山形県立新庄病院総合診療

２．プログラム責任者 

氏名

所属・役職

所在地・連絡先

連絡担当者氏名＊・役職

連絡先＊

§指導医認定・暫定指導医認定見込の場合は、その旨を記載

＊プログラム責任者と別に連絡担当者がいる場合にのみ記載

定員 

年あたり（ ２ ）名

総合診療専門研修Ⅰおよび

常勤指導医を、その部署で同時に研修する

総合診療専門研修Ⅰが

年あたり最大 4名（36

４．プログラムの期間 

）年間 

 

１．名称（他のプログラムと容易に区別できること）

総合診療専門医研修プログラム

氏名 廣野 摂 

所属・役職 山形県立新庄病院・教育研修部長

所在地・連絡先 住所 〒990

      山形県新庄市若葉町１２－５５

電話 0233

E-mail  ohirono

・役職  佐藤 泰幸

＊ 電話 0233

E-mail  satoyas@pref.yamagata.jp

§指導医認定・暫定指導医認定見込の場合は、その旨を記載

＊プログラム責任者と別に連絡担当者がいる場合にのみ記載

）名 （×研修期間年数＝総定員

およびⅡにおいて、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱

常勤指導医を、その部署で同時に研修する

が 9 カ月の場合、

36÷9＝4）まで受け入れ可能となる。

  

 

１．名称（他のプログラムと容易に区別できること）

研修プログラム 

 

山形県立新庄病院・教育研修部長

990-0025 

山形県新庄市若葉町１２－５５

0233-22-5525   

ohirono-circ@umin.net

泰幸 ・  事務局次長（兼）総務課長

0233-22-5525  

satoyas@pref.yamagata.jp

§指導医認定・暫定指導医認定見込の場合は、その旨を記載

＊プログラム責任者と別に連絡担当者がいる場合にのみ記載

研修期間年数＝総定員

において、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱

常勤指導医を、その部署で同時に研修する専攻医

カ月の場合、3名ずつが 9

まで受け入れ可能となる。

１．名称（他のプログラムと容易に区別できること） 

指導医認定番号

山形県立新庄病院・教育研修部長 

山形県新庄市若葉町１２－５５

       FAX

circ@umin.net 

事務局次長（兼）総務課長

       FAX

satoyas@pref.yamagata.jp 

§指導医認定・暫定指導医認定見込の場合は、その旨を記載。入会申請中の

＊プログラム責任者と別に連絡担当者がいる場合にのみ記載 

研修期間年数＝総定員 ６ 名）

において、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱

専攻医 3名に対して

9カ月毎にローテートするならば、

まで受け入れ可能となる。 

 

指導医認定番号

山形県新庄市若葉町１２－５５ 

FAX  0233-23-

事務局次長（兼）総務課長 

FAX  0233-23-

 

申請中の場合は、その旨も併記。

 

名） 

において、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱

名に対して 1名以上配置できる人数に留めること

カ月毎にローテートするならば、

 

指導医認定番号§ （暫定指導医認定見込み）

-2987  

-2987 

場合は、その旨も併記。

において、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱

名以上配置できる人数に留めること

カ月毎にローテートするならば、3年＝

（暫定指導医認定見込み）

場合は、その旨も併記。 

において、日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医認定制度要綱 28

名以上配置できる人数に留めること。

年＝36 カ月のプログラムで

（暫定指導医認定見込み） 

28 条に定める 

。例えば、 

カ月のプログラムで 

 



 

５．概要 

A. プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長

山形県北部に位置する最上二次医療圏は、新庄市、最上町

どで、県内においても高齢化の進んだ地域です。

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。

B. プログラムの理念、全体的な研修目標

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

び専門分化した最先端の医療を実践します。

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

スを包括的に提供できる総合診療専門医を養成します。

C. 各ローテーション先で学べる内容や特色

 臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

D. 指導体制に関する特長

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

E. 医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

地域の医療機関との間では、

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の

携を進めており

れら地域全体の連携・協力を得て進めます。

F. その他 

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

能を果たすことを目指します。

① 地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

② 総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

康問題をもつ患者への包括的ケア）を提供

プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長

山形県北部に位置する最上二次医療圏は、新庄市、最上町

どで、県内においても高齢化の進んだ地域です。

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。

プログラムの理念、全体的な研修目標

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

び専門分化した最先端の医療を実践します。

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

スを包括的に提供できる総合診療専門医を養成します。

各ローテーション先で学べる内容や特色

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

指導体制に関する特長

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

地域の医療機関との間では、

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の

携を進めております。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

れら地域全体の連携・協力を得て進めます。

 

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

能を果たすことを目指します。

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

康問題をもつ患者への包括的ケア）を提供

プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長

山形県北部に位置する最上二次医療圏は、新庄市、最上町

どで、県内においても高齢化の進んだ地域です。

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。

プログラムの理念、全体的な研修目標

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

び専門分化した最先端の医療を実践します。

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

スを包括的に提供できる総合診療専門医を養成します。

各ローテーション先で学べる内容や特色

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

指導体制に関する特長 

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

地域の医療機関との間では、「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

れら地域全体の連携・協力を得て進めます。

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

能を果たすことを目指します。 

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

康問題をもつ患者への包括的ケア）を提供

 

プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長

山形県北部に位置する最上二次医療圏は、新庄市、最上町

どで、県内においても高齢化の進んだ地域です。 

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。

プログラムの理念、全体的な研修目標 

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

び専門分化した最先端の医療を実践します。 

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

スを包括的に提供できる総合診療専門医を養成します。

各ローテーション先で学べる内容や特色 

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

れら地域全体の連携・協力を得て進めます。 

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

康問題をもつ患者への包括的ケア）を提供 

プログラムを展開する場や医療施設の地域背景や特長 

山形県北部に位置する最上二次医療圏は、新庄市、最上町、真室川町など１市４町３村で構成され、人口は８万人ほ

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

スを包括的に提供できる総合診療専門医を養成します。 

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

真室川町など１市４町３村で構成され、人口は８万人ほ

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

図りながら、一次から一部の三次医療の診療を行っております。 

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

他の自治体病院などから当院の医療情報を参照できるようになっています。 

また、当院では、市町村、介護福祉施設と連携し、退院後の患者の生活支援や

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

の職種等と連携して、地域の保健・医療・介護・福祉等の様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

真室川町など１市４町３村で構成され、人口は８万人ほ

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

療の介入が困難な症例を導く医療体制構築のリーダーとなる医師の育成を行います。 

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。

月１回、プログラム責任者と専攻医の間でポートフォリオ勉強会と面接を行います。月１回、プログラム責任者と指

導医の面談も行い、個々の希望や進捗状況を確認の上、研修の軌道修正を計画します。 

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などの協力を得る方法

「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

 

生活支援やＡＤＬを十分に考慮した退院支援の連

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機

地域を支える診療所や病院においては、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他

におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様

な医療サービス（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケア、等を含む）を包括的かつ柔軟に提供

総合診療部門を有する病院においては、臓器別でない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理的問題を含む

複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

真室川町など１市４町３村で構成され、人口は８万人ほ

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し

ていく環境を整えています。また、県内唯一の医育機関である山形大学医学部附属病院の指導を受けるとともに、訪問

診療や在宅医療については最上地域の公立病院・診療所の協力も得ながら研修する内容としています。 
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「もがみネット」と呼ばれる地域医療情報ネットワークを使って、地域の開業医の先生や

ＡＤＬを十分に考慮した退院支援の連

ます。さらに、市町村に協力し学校保健活動や健康診断等にも参画しています。研修にあたっては、こ

専攻医は、日常遭遇する疾病と傷害等に対して適切な初期対応と必要に応じた継続的な診療を全人的に提供するとと

もに、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健・医療・介護・福祉活動に取り組み、絶えざる自己

研鑽を重ねながら人々の命と健康に関わる幅広い問題について適切に対応する総合診療専門医になることで、以下の機
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におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様
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複数の健康問題を抱える患者の包括ケア、癌・非癌患者の緩和ケア等）と臓器別でない外来診療（救急や複数の健

真室川町など１市４町３村で構成され、人口は８万人ほ

山形県立新庄病院は昭和２７年に設立され、最上二次医療圏における唯一の基幹病院です。管内の関係機関と連携を

「山形県立新庄病院総合診療専門医研修プログラム」では、仁・愛・和の心をもち、複数の慢性疾患を有し専門的治

総合診療部門での臓器別ではない外来診療と入院診療、近隣の病院・診療所での日常疾患の初期診療から、高度化及

また、大学病院と連携することによりさらに高度な医療を学ぶこともできます。他の領域別専門医、一般の医師その

他の職種と連携して、地域の保健・医療・福祉等様々な分野におけるリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービ

臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受けている新庄病院が専門研修基幹施設として内科や小

児科も含んだ総合診療を、三次救急医療を担う中央病院では高次救急医療を、河北病院では包括ケア・緩和ケアを、こ

ころの医療センターでは精神科・心療内科を、と県立病院の様々な医療機能の特長を活用し、総合診療専門医を育成し
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６６６６----１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ

研修施設名(1)

施設情報 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間

研修期間の分割

※同一施設で 3

｢分割あり｣の場合，

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名１

指導医氏名

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

施設要件施設要件施設要件施設要件    

■患者層：当該診療科において（施設全体ではない）

以上である。

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

 研修診療科で小児を診る工夫・方法

 （                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

具体的な補完方法（

■アクセスの担保：

具体的な体制と方略（

■継続的なケア：

具体的な体制と方略（

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

具体的な体制と方略（

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

具体的な体制と方略（

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

具体的な状況（

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

具体的な内容と方法（

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（

週当たり研修日数：（
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

1 日まで）※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

内容  

日数  

 

 

 

１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ

(1) 最上町立最上病院

□診療所

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間

研修期間の分割  ■なし

3 カ月以上ずつの

｢分割あり｣の場合，研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名１ 佐藤

指導医氏名 2  

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

当該診療科において（施設全体ではない）

以上である。 

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

研修診療科で小児を診る工夫・方法

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

具体的な補完方法（                                           

■アクセスの担保：24 時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

具体的な体制と方略（ 

■継続的なケア：一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

具体的な体制と方略（

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

具体的な体制と方略（  

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

具体的な体制と方略（  

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

具体的な状況（  高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

具体的な内容と方法（

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（

週当たり研修日数：（ 5 
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

 

 

１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ１．総合診療専門研修Ⅰ 

最上町立最上病院 

□診療所 ■病院 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間 

■なし □あり 

カ月以上ずつの 2ブロックに分けることのみ可能。

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

常勤の認定指導医の配置の有無 ■配置あり

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

佐藤 俊浩 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

当該診療科において（施設全体ではない）

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

研修診療科で小児を診る工夫・方法 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

 救急告示病院であり、

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

具体的な体制と方略（ 慢性疾患の患者多く、継続的な診療ができる。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

  高齢者患者が多く急性期、慢性期は数多く体験できる。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

  病院に隣接し保健・介護福祉施設等があり、

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

具体的な内容と方法（  自治体（町）と連携し、巡回指導等を行っている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（ 訪問診療は一患者、月１回、急変時は随時対応

 ）日／週  
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に 4日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

 

 診療科名（

 施設が病院のとき

 （ 6 

 

ブロックに分けることのみ可能。

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

■配置あり  □配置なし

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

■常勤

□常勤

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加 

当該診療科において（施設全体ではない）

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

救急告示病院であり、24

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

慢性疾患の患者多く、継続的な診療ができる。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

高齢者患者が多く急性期、慢性期は数多く体験できる。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

病院に隣接し保健・介護福祉施設等があり、

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

自治体（町）と連携し、巡回指導等を行っている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

訪問診療は一患者、月１回、急変時は随時対応

 
日以上行わなければならない。

5.5 日以内に収めること。

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。 

診療科名（ 内科 ）

施設が病院のとき →

 ）カ月 

 

ブロックに分けることのみ可能。 

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。 

□配置なし →

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

■常勤 □非常勤 

□常勤 □非常勤 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

 

当該診療科において（施設全体ではない）研修医の経験する症例は、学童期以下が

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

24 時間体制で対応している。

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

慢性疾患の患者多く、継続的な診療ができる。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

高齢者患者が多く急性期、慢性期は数多く体験できる。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

病院に隣接し保健・介護福祉施設等があり、

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

自治体（町）と連携し、巡回指導等を行っている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

訪問診療は一患者、月１回、急変時は随時対応

日以上行わなければならない。 

日以内に収めること。 

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

） 

→ 病院病床数（

→ 特例申請（※）

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

 指導医認定番号

 指導医認定番号

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

研修医の経験する症例は、学童期以下が

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。    

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

時間体制で対応している。                  

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

慢性疾患の患者多く、継続的な診療ができる。                    

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

高齢者患者が多く急性期、慢性期は数多く体験できる。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

病院に隣接し保健・介護福祉施設等があり、自治体（町）と連携し適切に実施する。

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。 

                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

自治体（町）と連携し、巡回指導等を行っている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

訪問診療は一患者、月１回、急変時は随時対応   

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

病院病床数（ 70 ）床  

特例申請（※） 

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医認定番号 

指導医認定番号 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど 

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事 

研修医の経験する症例は、学童期以下が

                                           

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

                  

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。 

                    

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

高齢者患者が多く急性期、慢性期は数多く体験できる。                

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。 

自治体（町）と連携し適切に実施する。

                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。 

自治体（町）と連携し、巡回指導等を行っている。                 

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。 

   ）                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

  診療科病床数（

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。 

（暫定指導医認定見込み）

（        

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

研修医の経験する症例は、学童期以下が 5%以上、後期高齢者が

         ） 

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。 

                  

                    

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。 

                

自治体（町）と連携し適切に実施する。

                         

                 

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

診療科病床数（ 50 ）床 

（暫定指導医認定見込み）

        ） 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。 

以上、後期高齢者が 10％

 

                                           

                  

                    

                

自治体（町）と連携し適切に実施する。   

                         

                 

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

 

（暫定指導医認定見込み） 

％

                                           ） 

                  ）    

                    ） 

                ）                                        

 ）             

                         ）   

                 ）    

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週



 

研修施設名(

施設情報 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間

研修期間の分割

※同一施設で 3

｢分割あり｣の場合，

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名１

指導医氏名

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

施設要件施設要件施設要件施設要件    

■患者層：当該診療科において（施設全体ではない）

以上である。

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

 研修診療科で小児を診る工夫・方法

 （                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

具体的な補完方法（

■アクセスの担保：

具体的な体制と方略（

■継続的なケア：

具体的な体制と方略（

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

具体的な体制と方略（

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

具体的な体制と方略（

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

具体的な状況（

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

具体的な内容と方法

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（

週当たり研修日数：（
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

1 日まで）※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

内容  

 

日数  

※研修施設が

2, 3…と増やして連番を付すこと。

 

 

 

(2) 大蔵村診療所

■診療所

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間

研修期間の分割  ■なし

3 カ月以上ずつの

｢分割あり｣の場合，研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名１ 荒川

指導医氏名 2  

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

当該診療科において（施設全体ではない）

以上である。 

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

研修診療科で小児を診る工夫・方法

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

具体的な補完方法（                                           

■アクセスの担保：24 時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

具体的な体制と方略（ 

■継続的なケア：一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

具体的な体制と方略（

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

具体的な体制と方略（

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

具体的な体制と方略（  

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

具体的な状況（  高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

具体的な内容と方法（

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（

週当たり研修日数：（ 5 
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

 

 

※研修施設が 1 箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

と増やして連番を付すこと。

大蔵村診療所 

■診療所 □病院 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間 

■なし □あり 

カ月以上ずつの 2ブロックに分けることのみ可能。

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

常勤の認定指導医の配置の有無 □配置あり

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

荒川 光昭 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加

当該診療科において（施設全体ではない）

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

研修診療科で小児を診る工夫・方法 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

 夜間の連絡先を公表し、

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

具体的な体制と方略（  外来・入院・訪問時に、経過を見る。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

具体的な体制と方略（   急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

  福祉施設や地域包括支援センターと連携している。

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

（ 自治体（村

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

それぞれの概ねの頻度（ 急変時には適宜対応としている。

 ）日／週  
※本研修（総合診療専門研修Ⅰ）は週に 4日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

と増やして連番を付すこと。 

 

診療科名（

 施設が病院のとき

 （ 6 

 

ブロックに分けることのみ可能。

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。

□配置あり  ■配置なし

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

■常勤

□常勤

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

■地域包括ケア：学校医、地域保健活動などに参加 

当該診療科において（施設全体ではない）

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

夜間の連絡先を公表し、24

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

外来・入院・訪問時に、経過を見る。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

福祉施設や地域包括支援センターと連携している。

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

村）と連携し、各地区を巡回し受診を勧めている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

急変時には適宜対応としている。

 
日以上行わなければならない。

5.5 日以内に収めること。

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。 

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

診療科名（ 内科 ）

施設が病院のとき →

 ）カ月 

 

ブロックに分けることのみ可能。 

研修期間の分割について具体的に記入して下さい。 

■配置なし →

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

■常勤 □非常勤 

□常勤 □非常勤 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

 

当該診療科において（施設全体ではない）研修医の経験する症例は、学童期以下が

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

24 時間連絡対応可能な体制をとっている。

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

外来・入院・訪問時に、経過を見る。

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

福祉施設や地域包括支援センターと連携している。

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。

高齢者を含む、同一家族の受診がある。                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

）と連携し、各地区を巡回し受診を勧めている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

急変時には適宜対応としている。   

日以上行わなければならない。 

日以内に収めること。 

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

） 

→ 病院病床数（

→ 特例申請（※）

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

 指導医認定番号

 指導医認定番号

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事

研修医の経験する症例は、学童期以下が

□上記の患者層を施設としては満たすが、研修施設に小児科を有する。 

                                  

□上記の要件を満たさないが、他の方法で研修を補完している。    

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

時間連絡対応可能な体制をとっている。

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。

外来・入院・訪問時に、経過を見る。                       

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。

福祉施設や地域包括支援センターと連携している。

■家族志向型ケア：様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診する。 

                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。

）と連携し、各地区を巡回し受診を勧めている。

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。

   ）                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

病院病床数（ ）床  診療科病床数（

特例申請（※） 

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医認定番号 

指導医認定番号 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

■外来診療：生活習慣病、患者教育、心理社会的問題、認知症を含めた高齢者ケアなど 

■訪問診療：在宅ケア、介護施設との連携などを経験し在宅緩和ケアにも従事 

研修医の経験する症例は、学童期以下が

                                           

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。

時間連絡対応可能な体制をとっている。

一定の患者に対して研修期間中の継続的な診療を提供する。 

                       

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

■多様なサービスとの連携：必要な医療機関、介護・福祉機関などと適切に連携する。 

福祉施設や地域包括支援センターと連携している。                 

                         

■地域志向型ケア：受診していない地域住民への集団アプローチを計画的に実施する。 

）と連携し、各地区を巡回し受診を勧めている。              

■在宅医療：訪問診療の体制をとっている。患者の急変、緩和ケアに対応している。 

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名

診療科病床数（

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。 

（暫定指導医認定見込み）

（        

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

研修医の経験する症例は、学童期以下が 5%以上、後期高齢者が

         ） 

                                           

時間体制で医療機関が患者の健康問題に対応する体制をとっている。 

時間連絡対応可能な体制をとっている。           

                       

■包括的なケア：一施設で急性期、慢性期、予防・健康増進、緩和ケアなどを幅広く担当。 

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。

                 

                         

             

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。その際、「研修施設名(1)」の

診療科病床数（ ）床 

（暫定指導医認定見込み）

        ） 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。 

以上、後期高齢者が 10％

 

                                           

           

                       

急性期については県立新庄病院にて対応し、慢性期を当診療所が担当する。     

                 

                         

             

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

」の( )内の数字を

（暫定指導医認定見込み） 

％

                                           ） 

           ）       

                       ）  

     ）        

                 ）   

                         ）           

             ）   

                                      

総合診療専門研修Ⅰ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

内の数字を



 

６６６６----２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ

研修施設名 

施設情報 

総合診療専門研修

研修期間の分割

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名

指導医氏名

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

を抱える患者の包括ケア、緩和ケアなどを経験する。

■外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

験する。 

施設要件施設要件施設要件施設要件    

■一般病床を有する

■救急医療を提供している

病棟診療病棟診療病棟診療病棟診療：以下の全てを行っていること

■高齢者（特に虚弱）ケア

具体的な体制と方略（

ンファレンスを通じてチームで方針を決定する。

■複数の健康問題を抱える患者への対応

具体的な体制と方略（

■必要に応じた専門医との連携

具体的な体制と方略（

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

■心理・社会・倫理的複雑事例への対応

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

■癌・非癌患者の緩和ケア

具体的な体制と方略（

との間で必要な情報共有を行なう。

■退院支援と地域連携機能の提供

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

■在宅患者の入院時対応

具体的な体制

医又は看護師と必要な対応を行なう。

外来診療外来診療外来診療外来診療：以下の診療全てを行っていること

■救急外来及び初診外来

具体的な体制と

■臓器別ではない外来で幅広く多くの初診患者

具体的な体制と方略（

■よくある症候と疾患

具体的な体制と方略（

■臨床推論・

具体的な体制と方略（

Ｍ能力を高める。

■複数の健康問題への包括的なケア

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ

 山形県立新庄病院

病院病床数（

総合診療専門研修Ⅱにおける研修期間

研修期間の分割  □なし

常勤の認定指導医の配置の有無

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医氏名 1 廣野 

指導医氏名 2  

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

を抱える患者の包括ケア、緩和ケアなどを経験する。

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

 

一般病床を有する 

救急医療を提供している

：以下の全てを行っていること

高齢者（特に虚弱）ケア

具体的な体制と方略（

ンファレンスを通じてチームで方針を決定する。

複数の健康問題を抱える患者への対応

具体的な体制と方略（ 

必要に応じた専門医との連携

具体的な体制と方略（

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

心理・社会・倫理的複雑事例への対応

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

癌・非癌患者の緩和ケア

具体的な体制と方略（

との間で必要な情報共有を行なう。

退院支援と地域連携機能の提供

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

在宅患者の入院時対応 

具体的な体制（ ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

医又は看護師と必要な対応を行なう。

：以下の診療全てを行っていること

救急外来及び初診外来 

具体的な体制と方略（

臓器別ではない外来で幅広く多くの初診患者

具体的な体制と方略（

よくある症候と疾患 

具体的な体制と方略（ 

臨床推論・EBM 

具体的な体制と方略（

Ｍ能力を高める。 ）

複数の健康問題への包括的なケア

具体的な体制と方略（

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ２．総合診療専門研修Ⅱ    

山形県立新庄病院 

病院病床数（ 454

における研修期間 

□なし ■あり（分割について具体的に記入してください：

常勤の認定指導医の配置の有無 ■

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

 摂 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

を抱える患者の包括ケア、緩和ケアなどを経験する。

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

救急医療を提供している    

：以下の全てを行っていること

高齢者（特に虚弱）ケア 

具体的な体制と方略（ 週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

ンファレンスを通じてチームで方針を決定する。

複数の健康問題を抱える患者への対応

 週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

必要に応じた専門医との連携 

具体的な体制と方略（ 毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

心理・社会・倫理的複雑事例への対応

具体的な体制と方略（ 主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

癌・非癌患者の緩和ケア 

具体的な体制と方略（ 緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

との間で必要な情報共有を行なう。

退院支援と地域連携機能の提供 

具体的な体制と方略（ 主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

 

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

医又は看護師と必要な対応を行なう。

：以下の診療全てを行っていること

 

方略（ 週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

臓器別ではない外来で幅広く多くの初診患者

具体的な体制と方略（ 総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

 週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

具体的な体制と方略（ 週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

） 

複数の健康問題への包括的なケア 

具体的な体制と方略（ 主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

 

 

454  ）床 

 （ 

（分割について具体的に記入してください：

■配置あり  

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

■常勤 □非常勤

□常勤 □非常勤

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

を抱える患者の包括ケア、緩和ケアなどを経験する。

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

：以下の全てを行っていること 

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

ンファレンスを通じてチームで方針を決定する。

複数の健康問題を抱える患者への対応 

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

心理・社会・倫理的複雑事例への対応 

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

との間で必要な情報共有を行なう。 ） 

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

医又は看護師と必要な対応を行なう。 ） 

：以下の診療全てを行っていること 

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

臓器別ではない外来で幅広く多くの初診患者 

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

診療科名（

診療科病床

 12 ）カ月 

（分割について具体的に記入してください：

  □配置なし 

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

□非常勤 

□非常勤 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

を抱える患者の包括ケア、緩和ケアなどを経験する。 

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

ンファレンスを通じてチームで方針を決定する。 ）                                     

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

（ 内科 ） 

病床数（ 172  

 

（分割について具体的に記入してください： 1 年目 9

 → 特例申請（※）

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医認定番号

指導医認定番号

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

要件（各項目の全てを満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

                                     

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

 

  ）床 

9 カ月、3 年目 3

特例申請（※） 

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。

指導医認定番号 （

指導医認定番号 （

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

病棟診療：病棟は臓器別ではない。主として成人・高齢入院患者や複数の健康問題(心理・社会・倫理的問題を含む

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

                                     

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

3 カ月       

※指導医の特例申請は、原則的に、へき地・離島と都道府県より法的に指定されている地区の施設においてのみ申請可能。 

（暫定指導医認定見込み

（       

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。

心理・社会・倫理的問題を含む

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

                                     

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。

      ）                    

暫定指導医認定見込み） 

   ） 

※指導医が複数の場合、行を挿入して連番を付すこと。指導医認定・暫定指導医認定見込の場合、指導医認定番号の欄はその旨を記載。 

心理・社会・倫理的問題を含む)

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

                                     

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。）

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、

ＮＳＴ、ＩＣＴ、退院支援、緩和ケア、リハビリ、褥創ケア、医療安全チーム等、他職種にコンサルトする。 ）                                       

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。 ） 

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。 ） 

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

週１回の外来症例検討会と月１回の救急症例検討会を通じて知識をまとめる。     ）

総合内科、総合診療科の上司（医師）と連続したブースで週１回の新患外来を担当する。 ）

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。 ）

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

院支援スタッフ、医療安全チームスタッフ等を含めたカンファレンスで情報を共有し、方針を決定する。 ） 

                    

 

)

外来診療：臓器別ではない外来で、救急も含む初診を数多く経験し、複数の健康問題をもつ患者への包括的ケアを経

週２～３回のカルテチェックと病棟症例検討会を通じて知識をまとめる。毎日の朝回診とカ

                                     

） 

毎日の朝回診とカンファレンスを通じてチーム方針を決定し、病棟業務時に他科専門医や、 

                                       

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

緩和ケア担当看護師が同席し患者の心身のフォローを行なうとともに、ケアマネージャー等

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退

ケアマネージャー等からの「医療連携情報提供書」による患者報告について、状態に応じて、主治

）                         

） 

） 

週１回、総合診療科において、経験した症例のガイドラインや英文誌の抄読会を行い、ＥＢ

主治医、病棟看護師、ケアマネージャー、介護福祉施設スタッフ、市（町村）スタッフ、退



 
■診断困難患者への対応

具体的な体制と方

週当たり研修日数：（
※本研修（総合診療専門研修Ⅱ

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

1 日まで）※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

内容 

日数 

 

 

診断困難患者への対応 

具体的な体制と方略（ 

週当たり研修日数：（ 5 
総合診療専門研修Ⅱ）

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

  ・月１回の救急症例検討会への参加

 

１日

 

 

 週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

 ）日／週  
）は週に 4 日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。

・月１回の救急症例検討会への参加

日/月 

  

 

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

 
日以上行わなければならない。

5.5 日以内に収めること。

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は内科、小児科は除く。 

・月１回の救急症例検討会への参加

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

日以上行わなければならない。 

日以内に収めること。 

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

・月１回の救急症例検討会への参加 

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

週１回の総合内科症例検討会と、月１回の院内（救急）症例検討会を通じて方針を決定する。 ）

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

） 

総合診療専門研修Ⅱ（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週



 

６６６６----３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科

研修施設名 

領域別研修（内科）における研修期間

指導医氏名 

有する認定医・専門医資格

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

施設要件施設要件施設要件施設要件    

■医師法第

■内科病床数が

■内科常勤医が

■後期研修プログラムの認定に関する細則第

週当たり研修日数：（
※本研修（内科

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、小児科は除く。

内容 

日数 

 

 

６６６６----４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科

研修施設名 

領域別研修（小児科）における研修期間

指導医氏名 

要件（各項目

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■外来診療：

■救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

■病棟診療：日常

施設要件施設要件施設要件施設要件    

■小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。

■小児科常勤医がいる。

週当たり研修日数：（
※小児科（本研修）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

内容 

日数 

 

３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科

 山形県立新庄病院

領域別研修（内科）における研修期間

 

有する認定医・専門医資格

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

医師法第 16 条の 2および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。

内科病床数が 50床以上ある。

内科常勤医が 5名以上いる。

後期研修プログラムの認定に関する細則第

週当たり研修日数：（ 5 
内科）は週に 4 日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、小児科は除く。

 

 

４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科

 山形県立新庄病院

領域別研修（小児科）における研修期間

 

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

外来診療：指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

病棟診療：日常的に遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。

小児科常勤医がいる。    

週当たり研修日数：（ 5 
※小児科（本研修）は週に 4日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

 

 

 

３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科３．領域別研修：内科    

山形県立新庄病院

領域別研修（内科）における研修期間 

廣野 

有する認定医・専門医資格 日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、他

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。

床以上ある。 （ 172

名以上いる。 （ 11

後期研修プログラムの認定に関する細則第

 ）日／週  
日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、小児科は除く。

４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科４．領域別研修：小児科    

山形県立新庄病院

領域別研修（小児科）における研修期間

本間 

満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。

    （ 3 ）名

 ）日／週  
日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

  

 

山形県立新庄病院 

 （ 

 摂 

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、他

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。

172 ）床    

11 ）名 

後期研修プログラムの認定に関する細則第 9 条(5)

 
日以上行わなければならない。 

5.5 日以内に収めること。

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、小児科は除く。 

山形県立新庄病院 

領域別研修（小児科）における研修期間 （ 

 友美 

満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。

）名 

 
日以上行わなければならない。 

5.5 日以内に収めること。

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。 

病院病床数（

 3 ）カ月 

臨床経験年数（

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、他

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。

(5)に定める指導医が病院全体として

日以内に収めること。 

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
 

病院病床数（

 3 ）カ月 

有する専門医資格（

満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。

日以内に収めること。 

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

病院病床数（  454

臨床経験年数（ 23

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、他

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。

および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。

に定める指導医が病院全体として

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

病院病床数（ 454  

有する専門医資格（

指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児領域における基本能力（診断学、治療学、手技等）が修得できる。 

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

454  ）床 診療科名（

23 ）年 

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、他 

病棟診療：病棟での主治医として主に内科疾患の急性期患者の診療を幅広く経験する。 

および関係省令で定める基幹型または協力型臨床研修病院である。 

に定める指導医が病院全体として 3名以上いる。（

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

  ）床 診療科名（

有する専門医資格（  日本小児科学会専門医

指導医の下で初診を数多く経験し､小児特有の疾患を含む日常的に遭遇する症候や疾患の対応を経験する。

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

診療科名（ 内科

 

名以上いる。（ 

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

診療科名（ 小児科

日本小児科学会専門医

遭遇する症候や疾患の対応を経験する。

救急診療：指導医の監督下で積極的に救急外来を担当し、軽症、１次救急を中心に経験する。 

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

内科  ） 

 3 ）名 

内科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週 1 日まで） 

小児科  ） 

日本小児科学会専門医    ） 

遭遇する症候や疾患の対応を経験する。

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。

小児科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週 1 日まで）

 

 

 

遭遇する症候や疾患の対応を経験する。 

遭遇する疾患の入院診療を担当し、外来・救急から入院に至る流れと基本的な入院ケアを学ぶ。 

日まで） 



 

６６６６----５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科

研修施設名 

指導医氏名 

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

■ブロック研修

 

□兼任研修 

週あたり研修日数（
※兼任研修の場合、「５．概要」の「

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

ケアの内容ケアの内容ケアの内容ケアの内容    

■救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

施設要件施設要件施設要件施設要件（下記のいずれか

■救命救急センターもしくは救急科専門医指定施設

■救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

週当たり研修日数：（
※ブロック研修の場合のみ記入。

※救急科（本研修）は週に

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※ブロック研修の場合のみ記入。

※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

内容 

日数 

※研修施設が

 

５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科

 
山形県立中央病院

（山形県立救命救急センター）

 武田

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

ブロック研修 →領域別研修（救急科）における研修期間

     →どの研修と組み合わせるか（

週あたり研修日数（    
※兼任研修の場合、「５．概要」の「

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

    

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

（下記のいずれか

救命救急センターもしくは救急科専門医指定施設

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

週当たり研修日数：（ 5 
※ブロック研修の場合のみ記入。

※救急科（本研修）は週に 4日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※ブロック研修の場合のみ記入。

※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

 

 

※研修施設が 1箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。

 

５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科５．領域別研修：救急科    

山形県立中央病院

（山形県立救命救急センター）

武田 健一郎 

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

→領域別研修（救急科）における研修期間

→どの研修と組み合わせるか（

    ）日、研修期間（
※兼任研修の場合、「５．概要」の「H. 

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

（下記のいずれかを満たす）    

救命救急センターもしくは救急科専門医指定施設

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

 ）日／週  
※ブロック研修の場合のみ記入。 

日以上行わなければならない。

※労働基準を鑑みて、領域別研修と併せて週 5.5

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週
※ブロック研修の場合のみ記入。 

※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。

 

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。

  

 

山形県立中央病院 

（山形県立救命救急センター）

 
有する専門医資格

（

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

→領域別研修（救急科）における研修期間

→どの研修と組み合わせるか（                     

）日、研修期間（     
H. プログラムの全体構成」の記載との整合性を保つこと

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように））

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

    

救命救急センターもしくは救急科専門医指定施設 

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

   

日以上行わなければならない。 

5.5 日以内に収めること。

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

※並行して行う研修は総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ、内科は除く。 

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。

（山形県立救命救急センター） 
病院病床数

有する専門医資格

（ 日本救急医学会救急科専門医

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

→領域別研修（救急科）における研修期間 （

                     

     ）カ月
プログラムの全体構成」の記載との整合性を保つこと

要件（各項目を満たすとき、□を塗りつぶす（■のように）） 

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

 

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

日以内に収めること。 

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。

病院病床数（ 652 ）床

有する専門医資格 

日本救急医学会救急科専門医

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように）

（  3  ）カ月

                     

）カ月 
プログラムの全体構成」の記載との整合性を保つこと

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。

）床 
年間救急搬送件数
※救命救急センターへの搬送数

日本救急医学会救急科専門医 ） 
専従する部署（

ブロック研修、兼任研修のいずれかを選択し、□を塗りつぶす（■のように） 

）カ月 

                     

プログラムの全体構成」の記載との整合性を保つこと 

救急診療：外科系・小児を含む全科の主に軽症から中等症救急疾患の診療を経験する。 

救急科専門医等が救急担当として専従する一定の規模の医療機関（救急搬送件数が年に 1000

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

箇所以上にわたる場合、上記内容をコピー＆ペーストして記載すること。 

年間救急搬送件数（ 
※救命救急センターへの搬送数

専従する部署（

                     ） 

 

1000件以上） 

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週

 3,342 ）※ 
※救命救急センターへの搬送数 

専従する部署（ 9 ） 

 

救急科（本研修）の研修期間中に週１回などのペースで並行して行われる領域別研修の内容とその日数（週 1 日まで）

 

日まで） 



６６６６

（

 

 

６６６６----６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他

研修領域 

一般外科 

 

整形外科 

 

精神科／ 

心療内科 

産科婦人科

皮膚科 

 

泌尿器科 

 

眼科 

 

耳鼻咽喉科

 

放射線科 

（診断･撮影）

臨床検査・

生理検査 

リハビリ 

テーション

その他 

（高度先進医療

その他 

（緩和ケア）

７．７．７．７．専攻医専攻医専攻医専攻医
※形成的評価と総括的評価を

※形成的評価（評価頻度・

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度：

■作成した最良作品型ポートフォリオの発表会を行う（頻度：

■実際の業務に基づいた評価（

■多職種による

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期
的に支援するメンタリングシステムを構築する

■メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証する

 

６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他

 
必修･

選択別

 □必修

□選択

 □必修

□選択

 

 

□必修

■選択

産科婦人科 
□必修

□選択

 □必修

□選択

 □必修

□選択

□必修

□選択

耳鼻咽喉科 □必修

□選択

 

（診断･撮影） 

□必修

□選択

臨床検査・ 

 

□必修

□選択

 

テーション 

□必修

□選択

 

高度先進医療） 

□必修

■選択

 

） 

□必修

■選択

専攻医専攻医専攻医専攻医の評価方法の評価方法の評価方法の評価方法
※形成的評価と総括的評価を

形成的評価（評価頻度・評価者・評価方法

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度：

■作成した最良作品型ポートフォリオの発表会を行う（頻度：

■実際の業務に基づいた評価（

■多職種による 360 度評価を各ローテーション終了時等、適宜実施する

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期
的に支援するメンタリングシステムを構築する

■メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証する

６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他６．領域別研修：その他    

必修･ 

選択別 

ブロック･

兼任の別

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

□選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

□必修 

選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ

□兼任 

の評価方法の評価方法の評価方法の評価方法        
※形成的評価と総括的評価を研修修了認定の方法も含めて具体的に

評価者・評価方法） 

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度：

■作成した最良作品型ポートフォリオの発表会を行う（頻度：

■実際の業務に基づいた評価（Workplace

度評価を各ローテーション終了時等、適宜実施する

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期
的に支援するメンタリングシステムを構築する

■メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証する

 

ブロック･ 

兼任の別 

研修日数

（兼任の場合）

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（ 5 ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

□ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（  ）日

ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（ 5 ）日

ﾌﾞﾛｯｸ 

 
（ 5 ）日

研修修了認定の方法も含めて具体的に

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度：

■作成した最良作品型ポートフォリオの発表会を行う（頻度：

Workplace-based assessment

度評価を各ローテーション終了時等、適宜実施する

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期
的に支援するメンタリングシステムを構築する 

■メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証する

研修日数/週 

（兼任の場合） 
研修期間

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （ 3

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （  

）日/週 （ 6

）日/週 （ 3

研修修了認定の方法も含めて具体的に記入してください。

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度：

■作成した最良作品型ポートフォリオの発表会を行う（頻度： ３月に１回

based assessment）を定期的に実施する（頻度：毎月１回

度評価を各ローテーション終了時等、適宜実施する

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期

■メンタリングセッションは数ヶ月に一度程度を保証する 

研修期間 

  ）カ月 

  ）カ月 

3 ）カ月 
山形県立こころの医療

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

  ）カ月 

6 ）カ月 
国立大学法人山形大学医学部付

属病院

3 ）カ月 

記入してください。    

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

■最良作品型ポートフォリオ作成の支援を通じた指導を行う（頻度： 毎月１回

３月に１回    

）を定期的に実施する（頻度：毎月１回

度評価を各ローテーション終了時等、適宜実施する 

■年に複数回、他の専攻医との間で相互評価セッションを実施する 

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期

研修施設名と

診療科名

山形県立こころの医療

診療部

国立大学法人山形大学医学部付

属病院/総合医学教育センター

山形県立河北病院

緩和ケア科

    

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回

毎月１回                 

    参加者の範囲：基幹病院の職員

）を定期的に実施する（頻度：毎月１回

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期

研修施設名と 

診療科名 

 

 

山形県立こころの医療センター

診療部 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人山形大学医学部付

総合医学教育センター

山形県立河北病院 

緩和ケア科 

■研修手帳の記録及び定期的な指導医との振り返りセッションを定期的に実施する（頻度：毎月１回        

                 

参加者の範囲：基幹病院の職員

）を定期的に実施する（頻度：毎月１回        

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期

指導医氏名

 

 

センター 
白石 啓明

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人山形大学医学部付

総合医学教育センター 
佐藤 慎哉

奥山 慎一郎

        ）

                 ）

参加者の範囲：基幹病院の職員  

        ）

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期

指導医氏名 

 

 

啓明 

 

 

 

 

 

 

 

 

慎哉 

慎一郎 

） 

） 

  ） 

） 

■ローテート研修における生活面も含めた各種サポートや学習の一貫性を担保するために専攻医にメンターを配置し定期



 

 

 

 

 

※総括的評価（評価時期・評価者・評価方法

■総合診療専門研修
対する評価を
■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して
評価を実施する
■３ヶ月の小児科の研修終了時には、
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施
■以下の基準で
(1) 研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

研修 6
評価が得られている

(2) 専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム
に定められた基準に到達している

(3) 研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による
チームワーク、公益に資する職業規範）の結果も重視する

 

※研修修了認定の方法（総括的評価結果の判断の仕方

■修了判定会議を開催し判断

■修了判定会議の時期は、研修３年目の３月

■修了判定会議

８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法

※質向上や維持のための情報源・その情報をどのように用いるか

●研修プログラム管理委員会

・委員会の開催場所

・委員会の開催時期

 

●専門医からの個々の指導医に対する評価
   ・評価の時期

   ・評価の態度

   ・評価結果の利用法

  

●研修プログラムに対する評価

   ・評価の時期

   ・評価の頻度

   ・評価結果の利用法

   責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。
  

評価時期・評価者・評価方法

総合診療専門研修Ⅰ・Ⅱ
評価を総合診療専門研修

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して
評価を実施する 
■３ヶ月の小児科の研修終了時には、
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

以下の基準でプログラム統括責任者は
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

6ヶ月以上、小児科研修
評価が得られている
専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム
に定められた基準に到達している
研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による
チームワーク、公益に資する職業規範）の結果も重視する

研修修了認定の方法（総括的評価結果の判断の仕方

■修了判定会議を開催し判断

■修了判定会議の時期は、研修３年目の３月

修了判定会議は、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師

８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法

※質向上や維持のための情報源・その情報をどのように用いるか

●研修プログラム管理委員会

委員会の開催場所  

・委員会の開催時期  

●専門医からの個々の指導医に対する評価
・評価の時期    

・評価の態度    

・評価結果の利用法

●研修プログラムに対する評価

評価の時期    

・評価の頻度    

・評価結果の利用法

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

評価時期・評価者・評価方法） 

Ⅱの研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価
総合診療専門研修指導医が実施する

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

■３ヶ月の小児科の研修終了時には、小児
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

プログラム統括責任者は
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

ヶ月以上、小児科研修 3ヶ月以上、救急科研修
評価が得られている 
専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム
に定められた基準に到達している
研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による
チームワーク、公益に資する職業規範）の結果も重視する

研修修了認定の方法（総括的評価結果の判断の仕方

■修了判定会議を開催し判断 

■修了判定会議の時期は、研修３年目の３月

、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師

８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法

※質向上や維持のための情報源・その情報をどのように用いるか

●研修プログラム管理委員会 

   → 基幹病院

   → 7 月、

●専門医からの個々の指導医に対する評価
     → 各ローテーション終了時

     → 適宜実施

・評価結果の利用法  → 事務局で集約し、各施設に連絡する。

●研修プログラムに対する評価 

    → 各ローテーションの開始時と終了時

    → 年 2

・評価結果の利用法 → ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

 

研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価
指導医が実施する 

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

小児科の研修内容に関連した評価を小児科の指導医が実施する
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

プログラム統括責任者はプログラム全体の
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

ヶ月以上、救急科研修

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム
に定められた基準に到達している 
研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による
チームワーク、公益に資する職業規範）の結果も重視する

研修修了認定の方法（総括的評価結果の判断の仕方・修了認定に関わるメンバー）

■修了判定会議の時期は、研修３年目の３月 

、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師

８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法８．プログラムの質の向上・維持の方法    

※質向上や維持のための情報源・その情報をどのように用いるか 

基幹病院                                  

月、12 月、3月

●専門医からの個々の指導医に対する評価 
各ローテーション終了時

適宜実施 

事務局で集約し、各施設に連絡する。

 

各ローテーションの開始時と終了時

2～3 回 

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

 

研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

科の研修内容に関連した評価を小児科の指導医が実施する
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

プログラム全体の修了評価を
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

ヶ月以上、救急科研修 3ヶ月以上を行っており、それぞれの指導医から

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による
チームワーク、公益に資する職業規範）の結果も重視する 

・修了認定に関わるメンバー）

、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師

                                  

月                              

各ローテーション終了時 

事務局で集約し、各施設に連絡する。

各ローテーションの開始時と終了時

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

科の研修内容に関連した評価を小児科の指導医が実施する
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

評価を実施する 
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各

ヶ月以上を行っており、それぞれの指導医から

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による

 

・修了認定に関わるメンバー） 

、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師

                                  

                              

事務局で集約し、各施設に連絡する。 

各ローテーションの開始時と終了時 

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

科の研修内容に関連した評価を小児科の指導医が実施する
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施

 
研修期間を満了し、かつ認定された研修施設で総合診療専門研修ⅠおよびⅡ各 6ヶ月以上・合計

ヶ月以上を行っており、それぞれの指導医から

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

研修手帳に記録された経験目標が全てカリキュラムに定められた基準に到達している 
なお、研修期間中複数回実施される、医師・看護師・事務員等の多職種による 360 度評価（コミュニケーション、

、医師（連携病院・診療所を含む）、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の複数名

                                  

                              

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

研修終了時には、研修手帳に専攻医が記載した経験目標に対する自己評価の確認

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

科の研修内容に関連した評価を小児科の指導医が実施する 
■３ヶ月の救急科の研修終了時には、救急科の研修内容に関連した評価を救急科の指導医が実施する 

ヶ月以上・合計 18ヶ月以上、内科
ヶ月以上を行っており、それぞれの指導医から

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

 
度評価（コミュニケーション、

の複数名で構成。

                                  

                              

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。

確認と到達度に

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

ヶ月以上、内科
ヶ月以上を行っており、それぞれの指導医から修了に足る

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

度評価（コミュニケーション、

。 

                                  

                              

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション

責任指導医と面接し、次回ローテーション開始時の再面接で、改善必要な点を確認する。 

に

■指導医、内科全医師とともに週１回、症例検討会を開催する。さらに、年１回３月にポートフォリオ発表会を開催して

ヶ月以上、内科
る

専攻医自身による自己評価と省察の記録、作成した最良作品型ポートフォリオを通じて、到達目標がカリキュラム

度評価（コミュニケーション、

                                   

                               

ローテーション終了時にプログラム統括責任者が、専攻医、ローテーション 


