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内科後期臨床研修プログラム 
 

1. 研修の目標 

1) 内科疾患全般に対する広い知識と臨床能力および技術を習得することを目的とし、幅広

い対応能力をもつ内科専門医を育成する。 

2) 頻度の高い内科疾患を各分野の専門医の指導のもとに経験する。 

3) 疾患の診療を通して、患者や家族の立場を考えた全人的医療の実践を行う。 

4) 日常診療の実践から内科疾患への理解を深めると共に、学会報告、症例報告などを通じ

て臨床研究に対する視点を育てる。 

 

2. プログラム指導者 

血液内科部長       小林 光 

腎臓内科部長      小林 衛 

第 1 消化器内科部長 松田至晃 

第 1 呼吸器内科部長 小山 茂 

感染症内科部長         増渕 雄 

神経内科部長  矢彦沢裕之 

第 1 循環器内科部長 戸塚信之 

総合診療科部長         金児泰明 

      
3. 研修課程 

 以下の 3 コースを用意しています。選択してください。 

1) 内科 3 科を選択し、1 年間ローテーションをしたのち、専門を決定し 2 年間の研修を行う 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1 年目 
4 ヶ月 4 ヶ月 4 ヶ月 

 

    

2 年目 

subspeciality を決定して2年間の

研修を行う 

 

3 年目 
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2) 当初から専門を決定し 2～3 年間の研修を行う 

 

  

  

  

  

  

  

  

3) 各科を 2 年間ローテーションする 

 

  

  

  

  

 

4) 研修内容と到達目標 

① コース１）で最初の 1 年は専門科にすすむ前に内科診療領域の基盤を広げる目的

があり、各診療科の指導の下に研修内容、到達目標が設定される。 

② コース２）については各診療科のプログラムを参照すること。 

③ コース３）ではプライマリーケアを重点的に学びたい場合に適していると思われる。到

達目標は各診療科により設定される。 

 

5) 後期研修終了後の進路 

① 研修期間については 2 年あるいは 3 年が原則であるが、総合内科専門医取得等で

希望があれば期間の延長がありえる。 

② 国立がんセンター、国立循環器病センター等への研修斡旋 

③ 信州大学での関連科における臨床研修、臨床研究 

④ 当院内科スタッフへの採用 

 

4. 専門医の取得 

 当院は内科学会教育病院であり、厚生省認定の臨床研修病院である 

① 認定内科医 

 後期研修開始 1 年後に認定内科医の受験資格が得られる。 

１年目 

subspeciality の研修 
 

２年目 

 

３年目      

       

１年目 
４ヶ月 ４ヶ月 ４ヶ月 

 

２年目 
４ヶ月 ４ヶ月 ４ヶ月 
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② 総合内科専門医 

 認定内科医取得後 3 年後に受験資格が得られる。 

③ その他各科で得られる専門医受験資格 

1. 循環器専門医 

2. 消化器病学会専門医 

3. 消化器内視鏡学会専門医 

4. 呼吸器学会専門医 

5. 血液病学会専門医 

6. 神経学会認定専門医 

7. 腎臓病学会専門医 

5. 指導環境 

1) 指導体制 

 指導責任者  和田秀一 昭和 54 年卒（副院長） 

 指導医 血液部門 

   小林   光  昭和 62 年卒     市川 直明  平成 3 年卒 

    上野真由美  平成 6 年卒        住  昌彦   平成 10 年卒 

       廣島 由紀   平成 13 年卒      植木俊充    平成 15 年卒 

       呼吸器部門 

   小山  茂  昭和 61 年卒      倉石 博    平成 4 年卒 

増渕  雄  平成 5 年卒        

   消化器部門 

    和田 秀一 昭和 54 年卒(副院長)  松田 至晃    昭和 56 年卒 

    森 宏光  昭和 63 年卒          藤澤  亨    平成 5 年卒 

    丸山 雅史 平成 15 年卒       木村 岳史  平成 17 年卒 

徳竹康二郎 平成 17 年卒       宮島 正行 平成 18 年卒 

   腎臓部門 

    小林 衛  平成 2 年卒           市川 透      平成 7 年卒 

   糖尿病・内分泌内科部門 

    武井真大  平成 18 年卒 

   神経内科部門 

    矢彦沢裕之 昭和 63 年卒        星   研一   平成 2 年卒 

佐藤  俊一 平成 4 年卒         渡部 理恵   平成 18 年卒 

膠原病リウマチ内科部門 

    石井 亘   平成 9 年卒 
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        総合診療部門 

          金児 泰明  平成 5 年卒         

 

循環器部門 

    吉岡 二郎  昭和 49 年卒（院長） 戸塚 信之    昭和 58 年卒 

    宮澤  泉   平成 3 年卒        臼井 達也    平成 4 年卒 

浦澤 延幸  平成 6 年卒         

 

指導協力医     

桐原 健彦    平成 22 年卒    武田   航   平成 22 年卒  

柏木 大輔    平成 22 年卒    林   聖也   平成 23 年卒 

貝梅 紘子    平成 24 年卒 

 

2) 認定施設 

  日本内科学会教育病院 

  血液学会認定医研修施設 

  呼吸器学会認定施設 

  消化器病学会認定施設 

  消化器内視鏡学会指導施設  

 腎臓病学会研修施設 

 糖尿病学会認定教育施設 

 神経学会教育施設 

 循環器専門医 

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

 


