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長野赤十字病院 家庭医療専門後期研修プログラム 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会認定 

 

１．名称 

長野赤十字病院家庭医療専門後期研修プログラム 

 

２．プログラム責任者 

氏名 金児泰明 指導医認定番号 2013-22 号 

所属・役職 総合診療科 部長 

所在地・連絡先 住所 〒380-8582 長野県長野市若里 5-22-1 

電話 026-226-4131             FAX 026-228-8439 

E-mail  taimeik@nagano-med.jrc.or.jp 

 

３．後期研修医定員 

 1 年あたり（ 3 ）名 （×研修期間年数＝総定員  9 名） 

 

４．プログラムの期間 

  3 年間 

 

５．概要 

目標） 

・プライマリ・ケアを中心に、特定の臓器に限定することなく頻度の高い疾病や傷病に対応し、心理・社会的問題も

含めたニーズに基づいた患者中心の医療を行えるジェネラリストの育成 

・地域のニーズに基づいて、多職種と連携して、在宅医療、緩和ケア、高齢者ケアなど包括的かつ多様な医療サービ

スを提供し、予防医療、健康増進活動を通じて地域全体の健康向上に貢献できる人材の育成 

・患者、家族、スタッフと良好な関係を築き、安全で質の高いチーム医療を提供できる医師の育成 

・日常診療の実践から疾患への理解を深めるとともに、学会症例報告などを通じて臨床研究に対する視点を育てる 

・基本的臨床能力に関して初期研修医や学生の教育を実践する 

特徴） 

・長野県北信地域の基幹病院である長野赤十字病院の多彩な診療機能をフルに生かした研修を行う 

・多彩かつ豊富な症例が経験でき、プライマリ・ケアから専門的診療まで実践可能である 

・専門診療科が揃っているので、相談しやすく指導も受けやすい 

・救命救急センターにて 1次から 3次救急、内科、外科、小児、産科、精神科救急や集中治療まで経験できる 

・地域周産期母子医療センターにてお産や未熟児の診療が経験できる 

・地域がん診療連携拠点病院であり、がんの診断から治療、緩和医療まで経験できる 

・地域医療支援病院であり、病診連携、病院間連携への理解が深まる 

・臨床研修指定病院であり、初期研修医の指導教育を通じて自らも学び、屋根瓦式の中層を担う 

・臓器別ではない診療部門として救急部および総合診療科があり、幅広いプライマリ・ケアについて、救急外来、一

般外来、入院診療で経験できる 

・院内外で多数の研修会、研究会、カンファレンス、勉強会などが開催されており、学習機会は多い 

・飯山赤十字病院、勤医協月寒ファミリークリニック、勤医協黒松内診療所、勤医協余市診療所などで、訪問診療・

在宅ケアや地域包括ケア、介護、福祉、地域保健活動などを経験できる 
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モデルとなるローテーション例 

 

1 年目 

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

内科（3 ～4 科を選択） 小児科 救急科 

消化器 循環器 神経 呼吸器 

2 年目 

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

領域別その他（4 ～8 科を選択、兼任可） 総合診療研修 I（小規模病院） 

飯山赤十字病院 

または（＊） 

総合診療研修 II（総合診療科） 

整形 

リハ 

外科 産婦 眼科

耳鼻 

皮膚 

泌尿 

精神 

3 年目 

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

総合診療研修 I（診療所） 

勤医協月寒ファミリークリニック or 

勤医協黒松内診療所 or 勤医協余市診療所 

または（＊） 

総合診療研修 II（総合診療科） 

総合診療研修 II（総合診療科） 

兼任：放射線科、臨床検査科 

＊）飯山赤十字病院、勤医協中央病院系列診療所の受け入れ可能人数が 1名／6ヶ月のため、定員を超える場合は、総

合診療研修（I）はどちらか一方を選択して 6ヶ月として、残りは総合診療研修（II）12 ヶ月として当院で行う。 

プログラムの全体構成（月単位の換算による） 

総合診療 

専門研修 

総合診療専門研修Ⅰ 総合診療専門研修Ⅱ 

（ 12～6 カ月） （ 6～12 カ月 ） 

領域別 

研修 

内科 小児科 救急科 その他 

（ 6 カ月 ） （ 3 カ月 ） （ 3 カ月 ） （ 6 カ月 ） 

 

６-１．総合診療専門研修Ⅰ 

研修施設名１ 飯山赤十字病院 診療科名（  内科、小児科   ） 

施設情報 病院 病院病床数（ 240 ）床 診療科病床数（ 90 ）床 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期

間 
6 カ月 

研修期間の分割  なし 

指導医氏名 石坂克彦 常勤 

学会認定指導医資格  有（認定番号： 2012-149      ） 

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 

■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 

■患者層：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 10％以上である。 

■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。（※下記に具体例を記入ください） 

（週 1回の小児科外来研修や全科当直の救急外来での小児症例の経験を通じて学童期以下の症例経験を 5％以上 

確保できる） 
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■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 

（毎日 24 時間体制で救急外来診療を行っている。また，訪問看護師も 24 時間体制で在宅患者に対応している。） 

■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 

（外来患者は主治医制をとり，定期受診は予約制として担当医が継続的に関わっている。通院中の患者が入院した

場合は，原則として外来主治医が継続して担当している。訪問診療では緩やかな主治医制とし，主治医意見書の記

載，他職種とのやり取りを担当医が中心に継続的に関わ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。 

具体的な体制と方略 

（0歳から 100 歳を越える多様な年齢層に対して，救急外来および急性期外来の診療ならびに慢性期外来の診療を実

施しており，入院・訪問診療ともに緩和ケアを提供できる診療体制をとっている。予防医学的アプローチや健康増

進に関しては，検診業務，生活習慣病の予防教室で指導を行っている。 ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（地域医療福祉連携課において病病連携，病診連携をはじめ，介護・福祉機関とも連携している。第 3次医療機関

との紹介・逆紹介は滞りなく行われる。介護が必要な場合は，介護保険サービス等が利用できるよう指導し，入所

先の施設の担当者と退院時カンファレンスを行っている。） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（当院の地域柄，様々な年齢層を含む同一家族の構成員が受診することは通常であり，同一家族が受診した際に家

族のつながりがわかるように家族図の配備や，看護師・MSW による情報提供などにより家族単位でのかかりつけと

して利用できる体制がある。  ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（各職種が「出前講座」で住民の希望する医学・医療情報を伝えている。随時，電話や病院担当窓口で住民の健康

相談に応じている。病院祭において，健康相談，救急法，市民公開講座を行っている。研修期間中にこれら取り組

みのいくつかに参加し，受診していない地域住民への集団アプローチを経験する。） 

■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。 

 具体的な体制と方略 

（常時 90 件の訪問件数がある。訪問看護，訪問診療のほか，訪問リハビリテーション，薬剤師による訪問も行われ

ており，各患者の状態に合わせて訪問回数を随時調整している。臨時・時間外訪問にも対応し，在宅での緩和ケア

の提供，がん患者を含む在宅での看取りも行っている。研修医は当院訪問看護ステーションのスタッフと共に週 1

～2回の訪問診療を継続的に行い，患者急変時の臨時往診，在宅での緩和ケア，看取りも経験する。） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

 

６-１．総合診療専門研修Ⅰ 

研修施設名 2 勤医協月寒ファミリークリニック 診療科名（ 内科，小児科 ） 

施設情報 診療所 病院病床数（  ）床 診療科病床数（  0  ）床 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間 6 カ月 

研修期間の分割  なし 

指導医氏名 塩原 康弘 常勤 

学会認定指導医資格  有 

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 

■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 

□患者層：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 10％以上である。 

■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。（※下記に具体例を記入ください） 

（積極的に学童期以下の患児を受け入れ、１歳未満の診察の実績も在り、ワクチン接種も実施している）                              
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■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 

（訪問診療の患者中心に 24 時間体制をとり、毎日の引き継ぎカンファレンスも行い健康問題に対してアクセスの担

保を行っている） 

■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 

（定期的な外来診療、訪問診療から、カンファレンス、電子カルテを用いて外来レビューを行い、EBM も踏まえ継続

的なケアを学ぶ） 

■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 

（外来診療、訪問診療を通して幅広い診療、健康増進、緩和ケアについてカンファレンス、および全職種参加の気

になる患者カンファレンスで包括的なケアを学ぶ） 

■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 

（地域の医療機関と積極的に連携をとり、介護・福祉機関とカンファレンスを通じて、IPW、連携を学ぶ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（家族外来などの取り組みを行っており、家族図、家族カルテを用いた診療及びカンファレンスから家族志向型ケ

アを学ぶ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（地域診断を踏まえ、定期的な健康相談会、青空健康チェックなどの取り組みから地域志向型ケアを学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（約 70 件の訪問件数があり、薬剤訪問、在宅看取りも実践しており、在宅医療の理論，実践を学ぶ） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

総合診療専門研修Ⅰ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研修の内容とその日数 

内容 外来診療、訪問診療、カンファレンス、学習会、医療活動などの研修 

日数 ５日/週 

 

６-１．総合診療専門研修Ⅰ 

研修施設名 2 勤医協黒松内診療所 診療科名（ 内科、小児科       ） 

施設情報 診療所 病院病床数（    ）床 診療科病床数（ 0  ）床 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間 6 カ月 

研修期間の分割  なし 

指導医氏名 寺田 豊 常勤 

学会認定指導医資格  有（認定番号： 2013-86） 

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 

■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 

□患者層：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 10％以上である。 

■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。（※下記に具体例を記入ください） 

（地域には小児科がなく学童期以下の患児の受診を積極的に受け入れ、ワクチン接種も実施している     

■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 

（診療所管理患者全てに対して２４時間体制をとり、健康問題に対してアクセスの担保を行っている。また地域の

住民全てに対しての週末救急当番を月１回担当している） 
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■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 

（定期的な外来診療、訪問診療から、カンファレンス、外来レビューを通じて、EBM も踏まえ継続的なケアを学ぶ） 

■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 

（外来診療、訪問診療を通して幅広い診療、健康増進、緩和ケアについてカンファレンスで包括的なケアを学ぶ） 

■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 

（地域の医療機関と積極的に連携をとり、介護・福祉機関とカンファレンスを通じて、IPW、連携を学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（訪問活動や家族図、家族カルテを用いた診療、カンファレンス、学習会から家族志向型ケアを学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（地域プロジェクトを立ち上げ、地域住民とともに健康相談会などの取り組みから地域志向型ケアを学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

 （約 50 件の訪問件数があり、在宅看取りも実践しており、在宅医療の理論，実践を学ぶ ） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

総合診療専門研修Ⅰ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研修の内容とその日数 

内容 外来診療、訪問診療、カンファレンス、学習会、医療活動などの研修 

日数 ５日/週 

 

６-１．総合診療専門研修Ⅰ 

研修施設名 2 勤医協余市診療所 診療科名（ 内科、小児科       ） 

施設情報 診療所 病院病床数（    ）床 診療科病床数（ 0  ）床 

総合診療専門研修Ⅰにおける研修期間 6 カ月 

研修期間の分割  なし 

指導医氏名 瀬野尾 智哉 常勤 

学会認定指導医資格  有 

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 

■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 

□患者層：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 10％以上である。 

■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。（※下記に具体例を記入ください） 

（地域には小児科がなく学童期以下の患児の受診を積極的に受け入れ、ワクチン接種も実施している     

■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 

（診療所管理患者全てに対して２４時間体制をとり、健康問題に対してアクセスの担保を行っている。また地域の

住民全てに対しての週末救急当番を月１回担当している） 

■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 

（定期的な外来診療、訪問診療から、カンファレンス、外来レビューを通じて、EBM も踏まえ継続的なケアを学ぶ） 

■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 

（外来診療、訪問診療を通して幅広い診療、健康増進、緩和ケアについてカンファレンスで包括的なケアを学ぶ） 
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■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 

（地域の医療機関と積極的に連携をとり、介護・福祉機関とカンファレンスを通じて、IPW、連携を学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（訪問活動や家族図、家族カルテを用いた診療、カンファレンス、学習会から家族志向型ケアを学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

（地域プロジェクトを立ち上げ、地域住民とともに健康相談会などの取り組みから地域志向型ケアを学ぶ ） 

■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。 

具体的な体制と方略 

 （約 50 件の訪問件数があり、在宅看取りも実践しており、在宅医療の理論，実践を学ぶ ） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

総合診療専門研修Ⅰ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研修の内容とその日数 

内容 外来診療、訪問診療、カンファレンス、学習会、医療活動などの研修 

日数 ５日/週 

 

６-２．総合診療専門研修Ⅱ 

研修施設名 1 長野赤十字病院 診療科名（ 総合診療科 ） 

施設情報 病院病床数（ 700 ）床 診療科病床数（ 12 ）床 

総合診療専門研修Ⅱにおける研修期間 6 カ月 

研修期間の分割  なし 

指導医氏名１ 金児泰明 常勤  

学会認定指導医資格  有（認定番号：2013-22 号      ） 

指導医氏名 2 降旗兼行 常勤  

学会認定指導医資格  有（認定番号：2013-277 号     ） 

指導医氏名 3 宮﨑信行 常勤  

学会認定指導医資格  有（認定番号：認定番号まち    ） 

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 

■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)

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 

■一般病床を有する 

■救急医療を提供している 

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 

（当科の入院患者の約 7 割、外来患者の約 4 割は高齢者である。高齢者の肺炎、尿路感染、食欲不振などを入院診

療で経験する）                                         

■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 

（高齢者および多臓器に問題を抱える患者、心身ともに問題を抱える患者について主治医として入院診療を経験す

る）                                          

■必要に応じた専門医との連携 

具体的な体制と方略 

（心血管疾患、脳神経疾患、消化器疾患、血液疾患、精神疾患など、専門性、臓器特異性の高い事象について各科
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専門医に相談しながら診療を進めてゆく） 

■心理・社会・倫理的複雑事例への対応 

具体的な体制と方略 

（多職種カンファレンスを開催し心理、社会、倫理面の検討を行う。心身症、身体表現性障害、摂食障害、身寄り

のない高齢者や認知症患者への対応、尊厳死、延命治療の是非、身体拘束抑制などの問題への対応を学ぶ） 

■癌・非癌患者の緩和ケア 

具体的な体制と方略 

（緩和ケアチームのラウンドに参加し、疼痛コントロールのみならず、合併症の症状緩和や精神面のサポート、QOL

の向上を目指した管理を学ぶ） 

■退院支援と地域連携機能の提供 

具体的な体制と方策 

（メディカルソーシャルワーカーや地域医療連携スタッフを含む多職種カンファに参加し退院支援や地域連携を学

ぶ。地域のケアマネージャーや家族が参加するケアカンファに参加する。病院主催の地域連携の会に参加し、他病

院や診療所医師と交流する） 

■在宅患者の入院時対応 

具体的な体制 

（在宅訪問看護導入中の患者の発熱や体調悪化時の入院管理を経験する） 

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 

具体的な体制と方略 

（平日日中に総合診療科外来で初診および再診の診療を経験する。夜間および休日の救急外来勤務で救急診療を経

験する） 

■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 

（総合診療科外来および救急外来で臓器別ではない初診診療を経験する。臓器別の紹介状を持たない初診患者が毎

月 150～180 名受診している） 

■よくある症候と疾患 

具体的な体制と方略 

（総合診療科外来の約 6～7割が頻度の高い症候や疾患の患者である。発熱、倦怠感、食欲不振、体重減少、めまい、

頭痛、咳嗽、胸痛、腹痛、嘔気、下痢、関節痛、皮疹、しびれ、浮腫などの診療を経験する） 

■臨床推論・EBM 

具体的な体制と方略 

（外来診療時に臨床推論を実践し指導医とディスカッションする。毎日午前の外来診療終了時に振り返りのカンフ

ァレンスを開催し検討している） 

■複数の健康問題への包括的なケア 

具体的な体制と方略（複数の健康問題のある患者について、各専門領域の診療科と連携し包括的なケアを提供して

いる） 

■診断困難患者への対応 

具体的な体制と方略 

（不明熱など診断未確定あるいは診断困難な病態の患者の精査を、月に 10 例程度、外来および入院診療で行ってい

る） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

総合診療専門研修Ⅱ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研修の内容とその日数 

内容 放射線科や臨床検査科における画像診断手技（超音波など）、臨床検査手技、画像読影研修 

日数 1 日/週 
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６-３．領域別研修：内科 

研修施設名 1 長野赤十字病院 
診療科名（消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、

神経内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内分泌内科 ） 

病院病床数  680 床 

領域別研修（内科）における研修期間  6 カ月 

指導医氏名１ 和田秀一 

臨床経験年数  36 年 

有する認定医・専門医資格 総合内科専門医、消化器病指導医、消化器内視鏡専門医、肝臓病専門医 

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 

■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 

■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。  310 床 

■内科常勤医が 5名以上いる。  50 名 

■後期研修プログラムの認定に関する細則第 9条(5)に定める指導医が病院全体として 3 名以上いる。 

（ 43 名） 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

領域別研修（内科）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研修の内容とその日数 

内容  

日数 日/週 

 

６-４．領域別研修：小児科 

研修施設名 1 長野赤十字病院 診療科名（ 小児科 ） 

病院病床数  680 床 診療科病床数 34 床 

領域別研修（小児科）における研修期間  3 カ月 

指導医氏名１ 天野芳郎 

臨床経験年数  33 年 

有する専門医資格 小児科専門医 

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 

■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よく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。 

■病棟診療：日常的によく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。 
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。  8 名 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

領域別研修（小児科）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研修の内容とその日数 

内容  

日数 日/週 
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６-５．領域別研修：救急科 

研修施設名 1 長野赤十字病院 

病院病床数  680 床 年間救急搬送件数  約 6,200 件 

指導医氏名１ 岨手善久 

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 

■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（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 1000 件以上） 

指導医要件 

■救急科専門医あるいは救急に専従する医師 

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 3 カ月 

週当たり研修日数：（ 5 ）日 

領域別研修（救急科））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研修の内容とその日数 

内容  

日数 日/週 

 

６-６．領域別研修：その他 

研修領域 
必修･ 

選択別 

ブロック･ 

兼任の別 

週あたり 

研修日数 
（兼任の場合） 

研修期間 
研修施設名と 

診療科名 
指導医氏名 

一般外科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

□兼任 
（ 5 ）日 （ 1 ）カ月 

長野赤十字病院 

外科 
袖山治嗣 

整形外科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

□兼任 
（ 5 ）日 （1－2）カ月 

長野赤十字病院 

整形外科 
出口正男 

精神科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

□兼任 
（ 5 ）日 （ 1 ）カ月 

長野赤十字病院 

精神科 
横山 伸 

産婦人科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

□兼任 
（ 5 ）日 （1－2）カ月 

長野赤十字病院 

産婦人科 
本藤 徹 

皮膚科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 5 ）日 （0.5）カ月 

長野赤十字病院 

皮膚科 
久保仁美 

泌尿器科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 5 ）日 （0.5）カ月 

長野赤十字病院 

泌尿器科 
天野俊康 

眼科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 5 ）日 （0.5）カ月 

長野赤十字病院 

眼科 
保谷卓男 
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耳鼻咽喉科 
□必修 

■選択 

■ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 5 ）日 （0.5）カ月 

長野赤十字病院 

耳鼻咽喉科 
根津公教 

放射線科 

（診断･撮影） 

□必修 

■選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 1 ）日 （0.25）カ月 

長野赤十字病院 

放射線科 
岡嵜洋一 

臨床検査・ 

生理検査 

□必修 

■選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 1 ）日 （0.25）カ月 

長野赤十字病院 

臨床検査科 
林 正明 

リハビリ 

テーション 

□必修 

■選択 

□ﾌﾞﾛｯｸ 

■兼任 
（ 1 ）日 （0.25）カ月 

長野赤十字病院 

リハビリテーション科 
加藤光朗 

７．後期研修医の評価方法（研修修了認定の方法も含めて、評価計画等具体的に） 

履修項目、症例経験目標を記載した研修ハンドブックを作成し研修医に記載させ、進捗状況を確認する 

ポートフォリオ作成項目を設定する 

完成したポートフォリオを各研修分野の指導責任者が評価し内容をフィードバックする（各研修分野終了時） 

ポートフォリオ発表会を開催する 

指導責任者会議で研修評価をおこない修了判定を行う 

８．プログラムの質の向上・維持の方法 

研修医・指導医面接にて研修医の要望や研修の問題点を確認する 

上記の指摘を基に指導責任者会議を開催しプログラムの改良について話し合う 


