
 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：040061101       
病院施設番号：040061            臨床研修病院の名称： 医療法人医誠会 医誠会病院      

臨床研修病院群番号：0400611        臨床研修病院群名： 医誠会病院臨床研修病院群        

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 医誠会病院臨床研修プログラム 

２．研修プログラムの特色 ○1 年次/4 月・オリエンテーション：医師にとって必要な基本事項について、 

臨床研修の開始前に約 1 週間のオリエンテーションを行っている。 

◎主なオリエンテーション項目 

1）医師としてのプロフェッショナリズム、医療倫理（院長補佐） 

2）就業規則、研修の心得（臨床研修管理室） 

3）医師としての基本姿勢（院長・名誉院長） 

4）薬剤師の役割・薬剤について（薬剤部） 

5）栄養士の役割・栄養科レクチャー（栄養管理部） 

6) 臨床工学技士の役割（臨床工学部） 

7) 理学療法士の役割（リハビリテーション部） 

8) 臨床検査技師の役割（臨床検査部） 

9) 放射線技師の役割・病室撮影時の被曝（診療放射線部） 

10) 地域連携室の役割（地域医療連携室） 

11) 入退院センターの役割（入退院センター） 

12) 診療報酬・ＤＰＣについて（診療報酬事務部） 

13) 外部評価について（ＱＭ部） 

14) 接遇研修（人事部） 

15) 感染対策（感染対策委員会） 

16) 医療安全（医療安全委員会） 

17）EPOC 入力方法・評価方法、レポート提出方法（臨床研修管理室） 

18）院内各部門への巡回と挨拶（臨床研修管理室） 

19）文献検索、論文発注方法（臨床研修管理室） 

20）電子カルテ入力方法、カルテ記載方法（副院長） 

21）保険医指導講習会（大阪市立大学附属病院） 

 

○内科（24 週/6 ヵ月）：総合内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、 

腎臓内科、糖尿病内科、脳内科を各 1-3 ヶ月ずつ研修する。 

○救急（12 週/3 ヵ月）：救急診療科にて 3 ヵ月研修する。 

（うち 4 週は麻酔科研修も可能） 

〇外科（4 週/1 ヶ月）：消化器外科を中心に一般外科研修をする。 

〇外来研修（4 週/1 ヵ月） 

○精神科（4 週/1 ヵ月以上）関西医科大学総合医療センターもしくは東春病院 

にて研修する。 

〇産婦人科（4 週/1 ヵ月以上）関西医科大学付属病院もしくは吹田徳洲会病院に

て研修する。 

〇小児科（4 週/1 ヵ月以上）関西医科大学付属病院にて研修する。 

○地域医療研修（4 週/1 ヶ月）：土屋医院はじめ当院の研修協力施設である医院・ 

クリニックにて各施設 1〜2 週、合計 4 週の研修を行う。 

○選択科目：下記より、研修医の選択を尊重し研修計画を立てる。 

但し、研修科および期間等については、臨床研修管理委員会（臨床研修管理室） 

が管理し指導する。 

<選択可能科目> 

総合内科、腎臓内科、糖尿病内科、循環器内科、消化器内科、 

呼吸器内科、救急診療科、救命救急科、麻酔科、脳神経外科、消化器外科、 

整形外科、形成外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、放射線科、病理科 

産婦人科、小児科、精神神経科 

別紙３ 



 

 

３．臨床研修の目標の概要 【到達目標】医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄

与する職業の重大性を深く認識し、医師としての基本的価値観（プロフェッシ

ョナリズム）及び医師としての使命の遂行に必要な資質・能力を身に付けなく

てはならない。医師としての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値観を

自らのものとし、基本的診療業務ができるレベルの資質・能力を修得する。 

４．研修期間 （２）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 040061 医誠会病院 24 週 4 週  

救急部門 040061 医誠会病院 12 週  

 地域医療 

137255 土屋医院 

4 週 

一般外来 1 週 

 

在宅診療 1 週 

106286 赤井クリニック 

137266 ばん呼吸器内科クリニック  

137267 新居脳神経外科クリニック 

137268 西田医院 

137270 辻クリニック 

137271 岡部内科クリニック 

188985 ごとう内科・消化器内科 

189002 ふくだ形成外科クリニック 

137255 土屋医院 

106286 赤井クリニック 

191262 摂津医誠会病院 

 エスペラル東淀川 

 外科 040061 医誠会病院 4 週   1 週 

 小児科 050006 関西医科大学付属病院 4 週   0 週 

 産婦人科 050006 関西医科大学付属病院 4 週  

 産婦人科 168249 吹田徳洲会病院 4 週  

 精神科 030507 関西医科大学総合医療センター 4 週  

 精神科 034110 東春病院 4 週  

 一般外来 040061 医誠会病院 4 週   

 
病院で

定めた

必修 

科目 

    週  

    週  

    週  

    週 



 

 

選択 

科目 

備考欄に記載 040061 医誠会病院 48週  

     

備 考： 

・基幹型臨床研修病院での研修期間…最低 80週 

・臨床研修協力施設での研修期間…最大 12週 

 

・研修プログラムに規定された４週以上のまとまった救急部門の研修を行った後に救急部門 

の研修としてみなす休日・夜間の当直回数…0回 

・救急部門（必修）における麻酔科の研修期間…4週 

・一般外来の研修を行う診療科…内科、外科 

 

・選択科目について：以下の中から選択する。 

総合内科、腎臓内科、糖尿病内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、 

救急診療科、麻酔科、脳神経外科、消化器外科、整形外科、形成外科、 

呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、放射線科、病理診断科 

※選択科目として、小児科を選択する場合は関西医科大学付属病院、 

  産婦人科を選択する場合は、関西医科大学附属病院もしくは吹田徳洲会病院 

精神科を選択する場合は関西科大学総合医療センターもしくは東春病院に 

て研修する。但し、12週を上限とする。 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号：  臨床研修病院の名称：  

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名：  

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

                                                    
 

 

                                                    
 

 
                                                      

                                                    
 

 
                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号：  臨床研修病院の名称：  

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名：  

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

  
                                                                                                       

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 


