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市立東大阪医療センター内科専門研修プログラム 

 

1.理念・使命・特性 
理念【整備基準 1】 

1） 本プログラムは，大阪府中河内医療圏の中心的な急性期病院である地方独立行政法人市立東大

阪医療センター（以後市立東大阪医療センターと）を基幹施設として，大阪府中河内医療圏・

近隣医療圏および当センターと従前より連携の深い連携施設とで内科専門研修を経て大阪府の

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大阪府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

研修カリキュラムに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． 

 

使命【整備基準 2】 

1） 大阪府中河内医療圏に限定せず，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） 内科専門医認定後，スムーズな Subspecialty分野の研修に移行できるような研修を行います． 

 

5） 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，大阪府中河内医療圏の中心的な急性期病院である市立東大阪医療センターを

基幹施設として，大阪府中河内医療圏，近隣医療圏および当センターと従前より連携の深い連
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携施設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 年間を原則としますが，後述する「内科・サブスペシャ

ルティ混合研修」では，基幹施設 3 年間＋連携施設 1 年間の 4 年間となります(P.10 「内科専

攻医研修プログラム」参照)． 

 

2） 市立東大阪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） 基幹施設である市立東大阪医療センターは，大阪府中河内医療圏の中心的な急性期病院である

とともに，地域内にわずか二つしか存在しない内科学会教育病院の一つの施設として，内科を

志す医師にとって重要な拠点病院です．地域の病診・病病連携の中核施設として，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． 

 

4） 基幹施設である市立東大阪医療センターは，大阪府下全体で１５，中河内地区には唯一の３次

救命救急センターである，隣接の「大阪府立中河内救命救急センター」の指定管理を平成 29 年

4月より受託しており，一体化した運用により，さらに高度な救急疾患も経験できます． 

 

5） 基幹施設である市立東大阪医療センターと専門研修施設群での併せて 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（別表 1「市立東大阪医療センター

疾患群症例病歴要約到達目標」参照）． 

 

6） 市立東大阪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 年目の 1 年間，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． 

 

7） 基幹施設である市立東大阪医療センターでの 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（別表１「市立東大阪医療センター疾患群症例病歴要約到達目標」参照）． 

 

8） 内科全般 

 

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 
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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． 

市立東大阪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，大阪府中河内医療圏に限定せず，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．また，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． 

 

2.募集専攻医数【整備基準 27】 
下記 1)～7)により，市立東大阪医療センター内科研修プログラムで募集可能な内科専攻医数は 1

学年 6名を申請中です（2021 年度はシーリングのため 3名に減員）． 

市立東大阪医療センター内科専攻医は現在 3学年併せて 10名(他プログラム含む)です． 

1） 剖検体数は市立東大阪医療センターのみで 2016 年度 10 体,2017 年度 10 体，2018 年度 9 体，

2019年度 6体です． 

表．市立東大阪医療センター診療科別診療実績 

2019年度実績 

入院のべ 

患者総数 

入院患者 

実数 

外来のべ 

患者総数 外来新患数 

消化器内科 19912 1728 19187 1839 

循環器内科 17150 1317 14809 876 

神経内科 11023 489 9723 904 

内分泌代謝内科 5461 261 7958  271 

腎臓内科 9124 435 4432  274 

免疫内科 2456 110 7009  197  

総合診療科 2462 122 2266 667 

呼吸器内科（外来のみ）   979 67 

血液内科（外来のみ）   65 3 

内科救急   8427 5231 

2） 呼吸器，血液は常勤医師が不在でしたが，血液内科は 2021 年 4 月より常勤医が着任し，診療を

開始します．また，その他に非常勤医がそれぞれ週３回，週１回診察を行っています．外来患

者診療を含め，1学年の定員に対し十分な症例を経験可能ですが，さらに連携施設でも豊富な症

例数を経験できます． 

3）  消化器病学会，循環器学会，腎臓学会，神経学会，リウマチ学会，糖尿病学会，老年医学会，

肝臓学会の専門医が在籍しています（P.17「市立東大阪医療センター内科専門研修施設群」参

照）． 

4） 1学年 6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． 

5） 専攻医 3 年間に研修する連携施設は 18 施設と連携しており，専攻医のさまざま希望・将来像に

対応可能です． 

6） 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
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例以上の診療経験は達成可能です． 

 

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.34 別表 1「年次到達目標」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． 

 

○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 症例以上の経験をし，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度評価と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． 
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○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（仮称）

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度評価と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． 

市立東大阪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）としますが，修得が不十分な場合，修得できるまで研修期間を１年単位で延長します． 

 

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 回以上）に開催する各診療科あるいは内科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 総合診療科外来（初診を含む）と Subspecialty診療科外来（初診を含む）を併せて少なくとも

週 1回，1年以上担当医として経験を積みます． 

④ 内科救急外来（平日 17 時まで）と救急外来当直（平日 17 時以後および休日）で内科領域の救

急診療の経験を積みます． 

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
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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 2019年度実績計３回） 

※ 内科専攻医は年に 2回以上受講します． 

③ CPC（基幹施設 2019年度実績 5回） 

④ 研修施設群合同カンファレンス（2020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：中河内脳心連携カンファレンス，なにわ神経内科懇

話会，東大阪市神経筋難病地域ケア研究会，神経疾患研究会，中河内 IBDMeeting，東大阪リウ

マチを考える会等；2019年度実績 15回） 

⑥ JMECC受講（連携施設：2019年度開催実績（他院）2回参加） 

※ 内科専攻医は必ず専門研修１年もしくは２年までに 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（仮称）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． 

 

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】 
市立東大阪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.16「市立東大阪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，基幹施設である市立東大阪医療センター臨床研修センターが把握し，

定期的に E-mailなどで専攻医に周知し，出席を促します． 
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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． 

市立東大阪医療センター内科専門研修施設群は基幹施設，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】 
市立東大阪医療センター内科専門研修施設群は基幹施設，連携施設のいずれにおいても， 

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は筆頭者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，市立東大阪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． 

 

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． 

市立東大阪医療センター内科専門研修施設群は基幹施設，連携施設のいずれにおいても指導医，

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，基幹施設である市立東大阪医療センター臨床研修セ

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 
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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．市立東大阪医療センター

内科専門研修施設群研修施設は大阪府中河内医療圏，近隣医療圏および大阪府内の医療機関から構

成されています． 

市立東大阪医療センターは，大阪府中河内医療圏の中心的な急性期病院であるとともに，地域内

にわずか二つしか存在しない内科学会教育病院のひとつとして，内科を志す医師にとって重要な拠

点病院です．地域の病診・病病連携の中核施設として，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・専門病院である大阪大学医学部附属病院，地域基幹病院である八尾市立病院，大阪府立呼

吸器・アレルギー疾患センター，大阪急性期・総合医療センター，大阪国際がんセンター，大手前

病院，結核予防会大阪病院，国立病院機構大阪刀根山医療センター，地域医療機能推進機構星ヶ丘

医療センター，医療法人北斗 北斗病院で構成しており，基幹施設の市立東大阪医療センターで症

例の比較的少ない呼吸器内科や血液内科についても専門的な研修が行えるように配慮しています．

また，大阪府下共通の課題である専攻医数のシーリング対策のため，奈良県の奈良県立医大附属病

院，奈良県総合医療センター，西和医療センター，兵庫県の県立西宮病院，市立伊丹病院，公立学

校共済組合近畿中央病院，宮崎県の古賀総合病院とも相互連携を行い，大阪府外での研修を可能と

しています． 

 

当プログラムでは，1 年間主に他の地域基幹病院で，市立東大阪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をより深く研修します．

また，臨床研究や症例報告などの学術活動の素養を積み重ねます．希望や必要に応じて，高次機

能・専門病院での，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． 

 

10. 地域医療に関する研修計画【整備基準 28,29】 
市立東大阪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． 

市立東大阪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. 内科専攻医研修プログラム【整備基準 16】 
原則として基幹施設である市立東大阪医療センター内科で，専門研修（専攻医）1年目に 1年間

の専門研修を行い，その秋に専攻医の希望・将来像，研修達成度およびメディカルスタッフによ

る 360度評価（内科専門研修評価）などを基に，専門研修（専攻医）2年目の研修施設を調整し決

定します．2年目の連携施設での研修は，2施設で各 6ヶ月，もしくは 1施設で 12ヶ月としま
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す． 

2年目以後の研修は，内科一般の全般的な研修に加えて，サブスペシャルティを重視した研修な

ど，いくつかのパターンがあります． 

1） 内科標準研修プログラム  

病歴提出を終える専門研修 3 年目の 1 年間は，引き続き満遍なく内科全体を市立東大阪医療セン

ターで研修します（図 1）．内科専門医試験を 6年目で受験しますが，6年目以後は大学院への進学

や，引き続き希望のサブスペシャルティで専門研修を行うことも可能です． 

 
2) サブスペシャルティ重点研修(2年コース(図 2))プログラム  

1 年目から 3 年目の内科専門研修の中で，サブスペシャルティ研修期間を 2 年間，市立東大阪医

療センターと連携施設で行います．ただし，3 年間で内科専門研修を修了する必要があるため，

個々の研修達成度によってサブスペシャルティ研修の期間が制限される可能性があり，臨床研修時

の症例をあらかじめ確認してから研修を開始します． 

 
 

 3) 内科・サブスペシャルティ混合研修プログラム(図 3) 

1 2 3 4 5 6 7～

（救命救急センター等）
（連携施設等）
（連携施設等）

自由（大学院や当院など）

図１．市立東大阪医療センター内科標準研修プログラム
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図２．市立東大阪医療センターサブスペシャルティ重点研修プログラム（2年コース）
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図３．市立東大阪医療センターサブスペシャルティ重点研修プログラム（1年コース）
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 内科全般の研修とサブスペシャルティの研修を並行しながら行い，4 年間で修了します．余裕を

持った研修が可能です． 

 
図３．市立東大阪医療センター内科・サブスペシャルティ混合研修プログラム 

 

上記の図ではいずれも，基幹施設である市立東大阪医療センター内科で，専門研修（専攻医）1年

目の研修を行うようにしていますが，あくまで原則であり，希望によって，1年目を連携施設での

研修，2-3年目を基幹施設である市立東大阪医療センター内科で研修することも可能です． 

 

12. 専攻医の評価時期と方法【整備基準 17,19～22】 
（1）市立東大阪医療センター臨床研修センターの役割 

∙ 市立東大阪医療センター内科専門研修管理委員会の事務局を行います． 

∙ 市立東大阪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 か月ごとに研修手帳 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 か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 か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 か月以内に担当指

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

1 2 3 4 5 6 7 8～

（救命救急センター等）
（連携施設等）
（連携施設等）

図５．市立東大阪医療センター内科・サブスペシャルティ混合研修プログラム
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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． 

 

（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）が市立東大阪医療センター内科専門研修プログラ

ム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市立東大阪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（外来症例は登録症例の 1割

まで含むことができます）を経験し，登録済みである必要があります（P.39 別表 1「各年次到

達目標」参照）． 

ii）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） 

iii）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
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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）市立東大阪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 か月前に市立東大阪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，「市立東大阪医療センター内科専攻医研修マニュアル」【整備基準 44】と「市立東

大阪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】と別に示します． 

 

13. 専門研修管理委員会の運営計画【整備基準 34,35,37～39】 

（P.38「市立東大阪医療センター内科専門研修管理員会」参照） 
1）市立東大阪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（副院長），プログ

ラム管理者（主任部長）（ともに指導医），事務局代表者，内科 Subspecialty分野の研修指導

責任者（診療科主席部長）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る（P.34 市立東大阪医療センター内科専門研修プログ

ラム管理委員会参照）．市立東大阪医療センター内科専門研修管理委員会の事務局を，市立東

大阪医療センター臨床研修センターにおきます． 

ii）市立東大阪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 6 月と 12 月に開催する市立東大阪医療センタ

ー内科専門研修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，市立東大阪医療センター内科専門研修管

理委員会に以下の報告を行います． 

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)内科外来患者数，e)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」（仮称）を活用します． 
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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）2 年間は基幹施設である市立東大阪医療センターの就業環境に，連携施設で

の専攻中は，各連携施設の就業環境に基づき，就業します（P.16「市立東大阪医療センター内科専

門研修施設群」参照）． 

 

基幹施設である市立東大阪医療センターの整備状況： 

∙ 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． 

∙ 市立東大阪医療センター非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東大阪市役所に整備されています． 

∙ 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，病児保育も含めて利用可能です． 

専門研修施設群の各研修施設の状況については，P.16「市立東大阪医療センター内科専門施設

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，その内容は市立東大阪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，市立東大阪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，市立東大阪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，市立東大阪医療

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，研修施設群内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，市立東大阪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，市立東大阪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市立東大阪医療センター内科専門研修
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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，市立東大阪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）を用いて担当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 

市立東大阪医療センター臨床研修センターと市立東大阪医療センター内科専門研修プログラム管

理委員会は，市立東大阪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．その評価を基に，必要に応じて市立東大阪

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． 

市立東大阪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，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．

翌年度のプログラムへの応募者は，市立東大阪医療センター臨床研修センターの website の市立東

大阪医療センター医師募集要項（市立東大阪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，市立東大阪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)市立東大阪医療センター臨床研修センターE-mail: byoinsomu@higashiosaka-

mc.jp 

市立東大阪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）を用いて市立東大阪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，市立東大阪医

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

から市立東大阪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． 

他の領域から市立東大阪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，さらに市立東大阪医

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． 
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市立東大阪医療センター内科専門研修施設群 
 

 
 

 

 

医療機関名 総病床数 内科病床数 内科診療科数 内科指導医数 総合内科専門医数 剖検数

大阪急性期・総合医療センター 865 269 9 38 28 6

大手前病院 401 169 9 17 19 1

JCHO星ヶ丘医療センター 482 150 10 20 17 2

八尾市立病院 380 138 7 18 13 6

奈良県総合医療センター 460 122 8 19 16 11

西和医療センター 300 150 7 11 9 9

奈良県立医大附属病院 992 253 8 81 68 34

市立奈良病院 350 130 11 24 12 4

市立伊丹 414 176 9 32 17 13

公立学校共済組合近畿中央病院 445 177 7 19 8 9

県立西宮 400 125 8 19 18 10

古賀総合病院 363 108 9 8 6 1

北斗病院 267 50 11 1 4 0 *

大阪国際がんセンター 500 214 11 14 10 2

大阪はびきの医療センター 426 242 9 10 13 6 *

結核予防会大阪病院 151 130 4 1 2 0

大阪刀根山医療センター 410 339 3 11 12 3 *

大阪大学医学部付属病院 1086 298 10 107 66 13

市立東大阪医療センター 520 157 7 26 10 6

＊2019年度内科学会年次報告書より
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医療機関名 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 感染症 救急

大阪急性期・総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

症例数 116 1,981 2,523 602 931 82 592 - 1,649

大手前病院 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯ ◯

症例数

JCHO星ヶ丘医療センター ◯ ◯ ◯ △ ◯ △ △ × ◯ △ × ◯ ◯

症例数

八尾市立病院 △ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯ △ △ × ◯ ◯

症例数 969 1086 203 124 188 240 76 12 1 31

奈良県総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

症例数

西和医療センター ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

症例数

奈良県立医科大学附属病院 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

症例数 5 1152 1191 21 92 285 768 241 448 1 68 63 33

市立奈良病院 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇

症例数 11571 9381 6935 0 0 1971 5913 0 5950 0 0 73 0

市立伊丹病院 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

症例数

公立学校共済組合近畿中央病院 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

症例数 1323 757 201 216 581 245 265

県立西宮 〇 〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 X X X 〇 〇 推定

症例数

古賀総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

症例数 135 886 365 359 105 270 13

北斗病院 X 〇 〇 X X X 〇 X 〇 X X X X ＃

15 381 308 13 11 34 3 77 7 113 ＃

大阪国際がんセンター X 〇 〇 X X X 〇 〇 X X X X X

症例数 2849 101 1159 621

大阪はびきの医療センター X X 〇 X X X 〇 X X 〇 〇 〇 X ＃

症例数 279 2558 462 ＃

結核予防会大阪病院 ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

症例数

大阪大学医学部附属病院 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

症例数 1328 1093 348 667 475 681 270

市立東大阪医療センター ○ ○ ○ △ ○ 〇 X X 〇 △ ○ ○ ○

症例数 122 1728 1317 261 435 489 110
注：診療科のない呼吸器，血液，アレルギー，感染症，救急についてはその他の診療科の患者数と重複するため記載省略＃旧データより引用

509

206

9

254

296 264
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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．市立東大阪医療センター

内科専門研修施設群研修施設は大阪府内の医療機関から構成されています． 

市立東大阪医療センターは，大阪府中河内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や専門領域に特化した施設での

研修を経験できることを目的に，高次機能・専門病院である大阪大学医学部附属病院，地域基幹病

院である八尾市立病院，大阪はびきの医療センター，大阪急性期・総合医療センター，大阪国際が

んセンター，大手前病院，結核予防会 大阪病院，国立病院機構 大阪刀根山医療センター，地域

医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター，医療法人北斗 北斗病院，奈良県立医大附属病院，奈良

県総合医療センター，西和医療センター，県立西宮病院，市立伊丹病院，公立学校共済組合近畿中

央病院，古賀総合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． 

地域基幹病院では，市立東大阪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をより深く研修します．また，臨床研究や症例報告など

の学術活動の素養を積み重ねます． 

専門研修施設（連携施設）の選択 

∙ 専攻医１年目の秋に専攻医の希望・将来像，研修達成度およびメディカルスタッフによる内科

専門研修評価などを基に，研修施設を調整し決定します． 

∙ 病歴提出を終える専攻医 3 年目の 1 年間は基本的には基幹施設の市立東大阪医療センターで研

修を行いますが，研修達成度によっては基幹施設もしくは連携施設での Subspecialty研修も可

能です（個々人により異なります）． 

 

専門研修施設群の地理的範囲【整備基準 26】 

市立東大阪医療センター内科専門研修施設群は，大阪府中河内医療圏，近隣医療圏および大阪府

内の医療機関から構成していましたが，大阪府下共通の課題である専攻医数のシーリングのため，

北海道，奈良県，兵庫県，宮崎県の各病院とも連携していますが，遠方での連携施設での研修に際

しては，宿舎の提供や旅費の提供など，充分なバックアップ体制をとっており，連携に支障をきた

す可能性はありませんし，呼吸器疾患や地域医療に特化した専門病院での研修は必ず有益なものに

なると思われます．  
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1) 専門研修基幹施設 

市立東大阪医療センター 

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． 

･市立東大阪医療センター非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東大阪市役所に整備されています． 

･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，病児保育も含めて利用可能です． 

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 27 名在籍しています（2019 年度）． 

•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（2018 年度実績各 3

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（2020 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（2018 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． 

•地域参加型のカンファレンス（市立東大阪医療センタースクラム会，東大

阪市循環器研究会，東大阪市神経筋難病地域ケア研究会，東大阪生活習慣

病研究会，東大阪市消化器病症例検討会，東大阪市腎臓病カンファレン

ス；2018 年度実績 20 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ます．  

認定基準 

【整備基準 23】 

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，消化器，循環器，

代謝，腎臓，呼吸器，血液，神経，救急の 9 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 3 演題以上の学会発表

（2018 年度実績 4 演題）をしており，その他を含めて 2018 年度には合計

43 演題の学会発表をしています． 

指導責任者 中 隆  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 市立東大阪医療センターは，大阪府中河内医療圏に 2 病院しかない内科

学会教育病院の１つで，当地区の中心的な急性期病院であり，中河内医療

圏・近隣医療圏にある連携施設とで内科専門研修を行い，必要に応じた可

塑性のある，地域医療にも貢献できる内科専門医を目指します．また，

2017 年 4 月より３次救命救急センターである，隣接府立中河内救命救急セ

ンターの指定管理も受託しており，当センターとの一体化した運用によ

り，高度の救急疾患も経験できます．さらに，2019 年度には ICU,手術室の

大幅な拡張工事を行い，心臓血管外科の手術も開始し，アブレーションな

ど循環器内科の症例も飛躍的に増加する一方，脳外科と神経内科で脳卒中

当直（SCU）も開始し，さらに優れた急性期医療を経験できるようになり

ました． 

 主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的

に，診断・治療の流れを通じて，社会的背景・療養環境調整をも包括する

全人的医療を実践できる内科専門医になります． 

 当院でのサブスペシャルティ研修の特徴については，appendix をご覧く

ださい． 
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指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 27 名，日本内科学会総合内科専門医 7 名 

日本消化器病学会消化器専門医 8 名，日本循環器学会循環器専門医 6 名， 

日本糖尿病学会専門医 2 名，日本腎臓病学会専門医 5 名， 

日本神経学会専門医 4 名，日本リウマチ学会専門医 1 名， 

日本肝臓学会専門医 5 名，日本老年病学会専門医 1 名 

日本病院総合診療医学会専門医 2 名ほか 

外来・入院患者数 外来患者 71,640 名/年， 新患 9,779 名/年  

入院患者 62,412 名/年，新入院 4,195 名/年（実数）2018 年度内科系実績 

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治療学会研修関連施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会認定施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本神経学会教育施設 

日本頭痛学会教育施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

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 

日本病院総合診療医学会認定施設 など 

 

2) 専門研修連携施設 

1．大阪大学医学部附属病院 

認定基準 

[整備基準 24] 

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。 

•研修に必要な図書館とインターネット環境があります。 

•非常勤医員として労務環境が保障されています。 

•メンタルストレスに適切に対処する施設（大阪大学キャンパスライフ健康

支援センター）が、大阪大学吹田キャンパス内（病院と同敷地内）にあり

ます。 

•ハランスメント対策委員会が院内総務課に設置されています。また、ハラ

スメント相談室が大阪大学吹田キャンパス内（病院と同敷地内）に設定さ

れており、病院職員の一人が相談員として従事しており、院内職員も利用

可能です。 

•女性専攻医が安心して勤務できるように、ロッカー、更衣室、シャワー

室、当直室が整備されています。 

•病院と同敷地内に大阪大学学内保育所があり、利用可能です。 

認定基準 

[整備基準 24] 

•指導医は 107名在籍しています。 

・プログラム管理委員会および研修委員会を設置しています。 
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2)専門研修プログ

ラムの環境 

・プログラム管理委員会は、基幹施設および連携施設の研修委員会と連携

をはかり、専攻医の研修を管理します。 

•医療倫理、医療安全、感染対策の各講習会を定期的に開催し、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。 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催し、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。 

•CPC（内科系） を基本的に毎月開催し、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。 

•地域参加型のカンファレンスを定期的に開催し、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。 

・プログラムに登録している全ての専攻医に JMECC 受講の機会を与え、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。 

・施設実地調査に対して、研修委員会が真摯に対応します。 

認定基準 

[整備基準 24] 

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 11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。また、70疾患群のうち 35以上の疾患群に

ついて研修できる症例を診療しています。専門研修に必要な剖検を適切に

行います。 

認定基準 

[整備基準 24] 

4）学術活動の環境 

•臨床研究が定常的に行われており、臨床研究のための講習会も定期的に開

催されています。 

・大阪大学臨床研究倫理委員会（認定番号 CRB5180007）、介入研究倫理委

員会、観察研究倫理委員会が設置されています。 

・日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 3演題以上の学会発表

をしています。 

指導責任者 大阪大学医学部附属病院内科専門研修プログラム 

プログラム統括責任者 楽木宏実 

副ブログラム統括責任者 竹原徹郎 

研修委員会委員長 坂田泰史 

大阪労災病院内科専門研修プログラム 研修委員会委員長 水井理之 

指導医数（常勤） 日本内科学会指導医 107名 

総合内科専門医 66名 

内科学会指導医のうち、以下の専門医が定常的に在籍しています。 

日本消化器病学会消化器専門医、日本肝臓病学会専門医 

日本循環器学会循環器専門医、日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医、日本腎臓病学会専門医 

日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本血液学会血液専門医 

日本神経学会神経内科専門医、日本アレルギー学会専門医（内科） 

日本リウマチ学会専門医、日本老年病医学会専門医 

JMECC ディレクター 1名、JMECCインストラクター 10名 

外来・入院 患者数 

（内科系） 

2019 年度 

外来患者延べ数 218,549 名 

内科系病床数 273 床 内科剖検数 13 

入院患者数(Osaka University Hospital Annual Report 2019)循環器内科 1,093

名、腎臓内科 348名、消化器内科 1,328名、糖尿病・内分泌・代謝内科 509名、

呼吸器内科 667名、免疫内科 270名、血液・腫瘍内科 475 名、老年・高血圧内

科 383 名、神経内科・脳卒中科 681名 

経験できる疾患群 研修手帳（疾患群項目表）にある内科 11領域、50 疾患群の症例を経験すること

ができます。このほか、ICU と連携して ICU のローテーション研修を経験すること

が可能です。 
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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、慢性疾患、希少疾患、さらに高度先進医療を経験できま

す。また、豊能医療圏における地域医療、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 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本循環器学会専門医研修施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本内分泌学会内分泌科認定教育施設 

日本甲状腺学会認定専門医施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会認定施設 

日本腹膜透析医学会認定教育研修施設 

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 

日本血液学会研修施設 

日本神経学会専門医制度認定教育施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本老年病医学会認定教育施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

 

2．八尾市立病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

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． 

•八尾市非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八尾市役所に整備されています． 

•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 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 18 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（副院長），内科専門研修

委員会委員長（内科部長）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

臨床研修管理部門（2021 年度予定）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（2020 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． 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催（2021 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（2020 年度実績 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． 

•地域参加型のカンファレンス（八尾地域医療合同研究会,中河内消化器疾患

研究会,中河内平野循環器病診連携会,がん相談支援センター合同研修会；
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2019 年度実績計 5 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ます． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC 受講（基幹あるいは連携施設で

受講可能です）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部門（2021 年度予定）

が対応します． 

認定基準 

【整備基 24/31】 

3)診療経験の環境 

・カリキュラムに示す内科領域 13 分野のうち全分野（少なくても 7 分野以

上）で定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 35 以上の疾患群）について研修

できます（上記）． 

•専門研修に必要な剖検（2018 年度 10 体,2019 年度 7 体,2020 年度 6 体）を

行っています． 

認定基準 

【整備基準 24】 

4)学術活動の環境 

•臨床研究に必要な図書室を整備しています． 

•倫理委員会を設置し，定期的に開催しています． 

•治験管理室を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2020 年度実績 8

回）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 3 演題以上の学会発表

（2019 年度実績 4 演題）をしています． 

 

指導責任者 福井弘幸  

【内科専攻医へのメッセージ】 

八尾市立病院は大阪府中河内医療圏の中心的な急性期病院であり中河内医療

圏・近隣医療圏にある連携施設とで内科専門研修を行います．また府県を超

えた基幹病院とも連携しています。 

八尾市立病院は地域連携支援病院として地域の診療所・クリニック等では対

応困難な専門的診断・治療や高度な検査・手術等を行い「地域完結型医療」

の中心的役割を担っており，必要に応じた可塑性のある，地域医療にも貢献

できる内科専門医育成を目指します． 

八尾市立病院は質の高いがん診断・治療から緩和ケアまで施行するがん診療

の中核施設であり、中河内医療圏で唯一の「国指定“高度型”地域がん診療

連携拠点病院」です。大阪府のがん診療の実情を理解しそれらの実践的医療

も行えるよう専攻医を指導訓練します． 

 主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的

に，診断・治療の流れを通じて，社会的背景・療養環境調整をも包括する全

人的医療を実践できる内科専門医を育成します． 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 18 名，日本内科学会総合内科専門医 13 名, 

日本消化器病学会消化器専門医 5 名,日本肝臓学会肝臓専門医 5 名, 

日本循環器学会循環器専門医 6 名 

日本糖尿病学会専門医 3 名，日本内分泌学会専門医 2 名, 

日本老年医学会専門医 1 名,日本脳卒中学会専門医 1 名,  

日本血液学会血液専門医 2 名， 

日本臨床腫瘍学会がん薬物専門医 1 名, 

日本がん治療認定医機構がん治療専門医 2 名, 

日本化学療法学会抗菌化学療法士 1 名ほか 

外来・入院患者

数 

外来患者実数 52.912 名 入院患者実数 48,210 名 

新入院 3,492 名（2019 年度） 

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． 
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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関連病院 

•日本血液学会認定血液研修施設 

•日本糖尿病学会教育施設 

•日本消化器病学会認定医制度認定施設 

•日本肝臓学会肝臓専門医制度認定施設 

•日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 

•日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

•日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 

•日本静脈経腸栄養学会実地修練認定教育施設 

•日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 

•日本透析医学会専門医制度認定施設 

•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 

•日本アレルギー学会認定教育施設 

•日本緩和医療学会認定研修施設 

•日本臨床細胞学会教育研修施設 

•日本病理学会研修登録施設 

など 

 

 

3．大阪はびきの医療センター 

認定基準 

【整備基準 23】 

1)専攻医の環境 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター非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（総務課非常勤職員担当）があり

ます． 

•パワーハラスメントやセクシャル・ハラスメントに対する対応は当センタ

ー内に設置された綱紀保持推進委員会で対応している。 

•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 10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ているプログラム管理委員会との連携を図りま

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 12回・感染対策 7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（2017 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（2014 年度実績 3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[南大阪キュア&ケア (SOCC)，羽曳野臨床懇

話会，羽曳野からだ塾，羽曳野在宅緩和ケア研究会 計 9回]を定期的に開
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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 (腫瘍)，アレルギ

ー，呼吸器,感染症の症例は豊富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（2014 年度実績 6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などを整備しています． 

•倫理委員会を設置し,定期的に開催しています． 

•治験管理室を設置し,定期的に治験審査委員会・受託研究審査会を開催

（2014年度実績 11回）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

（2014 年度実績 1演題）をしています． 

指導責任者 田中 敏郎 

【内科専攻医へのメッセージ】 

大阪はびきの医療センターは呼吸器疾患，アレルギー疾患を中心とした連

携施設として内科専門研修を行います。呼吸器疾患としては，閉塞性肺弛

緩，び漫性肺疾患，重症肺炎，呼吸不全などで多彩な症例を多数の症例で

深く経験できます。また，結核や肺癌に関しても，大阪府の中心的な施設

として多くの症例が集まるので，専攻医として多数の症例で深く経験でき

ます。大阪はびきの医療センターは地域の診療所・クリニック等では対応

困難な専門的診断・治療や高度な検査・手術等を行い地域の医療施設の連

携の中で中心的役割を担っており,在宅診療所や訪問看護ステーションと緊

密な連携を取ることができるようになることで,地域医療にも貢献できる内

科専門医育成を目指します。大阪はびきの医療センターは大阪府指定のが

ん診療連携拠点病院（肺がん）として質の高い肺がんの診断・治療から緩

和ケアまで施行し肺がん診療の中核施設となっています。大阪府の肺がん

診療の実情を理解しそれらの実践的医療も行えるよう専攻医を指導訓練し

ます。主担当医として,入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時

的に,診断・治療の流れを通じて,社会的背景・療養環境調整をも包括する

全人的医療を実践できる内科専門医を育成します． 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 10名,日本内科学会総合内科専門医 6名 

日本呼吸器学会専門医 10名，日本呼吸器内視鏡学会専門医７名,日本循環

器学会循環器専門医 2名, 日本臨床腫瘍学会がん薬物専門医 3名, 日本が

ん治療認定医機構がん治療専門医 12名,  

ほか 

外来・入院患者数 外来患者 12,721名（1ヶ月平均） 入院患者 10,468 名（1ヶ月平均） 

経験できる疾患群 研修手帳（疾患群項目表）にある 4領域,15疾患群の症例：総合内科 III 

(腫瘍),呼吸器,アレルギー，感染症を中心に専門的に多数の症例で深く経

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 III (腫瘍),呼吸器,アレルギー，感染症の

領域を内科専門医として必要な技術・技能を,実際の症例に基づきながら多

数の症例で深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 

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，そして在宅医

とのシームレスな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関連病院 

•日本呼吸器学会内科系外科系指導施設 

•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 



25  

•日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

•日本感染症学会連携研修施設 

•日本循環器学会指定循環器専門医研修関連施設 

•日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 

•日本リウマチ学会教育施設 

•日本臨床細胞学会認定施設 

•日本病理学会認定施設 など 

 

4．大阪急性期・総合医療センター 

認定基準 

[整備基準 24] 

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。 

•研修に必要な図書館とインタ－ネット環境があります。 

•非常勤医員として労務環境が保障されています。 

•メンタルストレスに適切に対処する施設 (大阪府こころの健康総合センタ－)

が、病院と公園をはさんで隣にあります。 

•ハランスメント対策講習会が院内で毎年開催されています。 

•女性専攻医が安心して勤務できるように、ロッカ－、更衣室、シャワ－

室、当直室が整備されています。 

•病院と同敷地内に保育所があり、病児保育も含め利用可能です。 

認定基準 

[整備基準 24] 

2) 専門研修プログ

ラムの環境 

•JMECC 開催要件であるディレクタ－が在籍しており、毎年数回講習会を開

ける体制にあります。 

•指導医は 2021 年 3 月の時点で 38 名在籍しています。 

•専攻医研修委員会を設置し、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、感染対策の各講習会を定期的に開催 (2020 年度実績 

医療倫理 0 回、医療安全 7 回、感染対策 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。 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催し、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。 

•CPC を定期的に開催 (2020 年度実績：16 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  (病診連携カンファレンス 2020 年度実績 

0 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

与えます。 

認定基準 

[整備基準 24] 

3) 診療経験の環境 

カリキュラムに示す内科領域 13 分野のすべて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 24] 

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 3 演題以上の学会発表

(2020 年度実績 8 演題)をしています。 

指導責任者 大阪急性期・総合医療センタ－内科専門研修プログラム責任者  林 晃正 

指導医数（常勤） 日本内科学会指導医 38 名、日本内科学会総合内科専門医 28 名 



26  

外来・入院  患者

数 

2020 年実績：外来患者 1,237 名 (平均/日)、 入院患者 19,722 名/年 

経験できる疾患群 専攻医登録評価システム (J-OSLER)にある内科 13 領域、70 疾患群のほとんど

すべての症例を定常的に経験することができます。当センタ－は高度救命救

急センタ－、三次救急及び二次救急の指定医療機関であることを踏まえ、南

大阪地域の救命救急の中核的医療機関として、24 時間体制で患者さんを受け

入れています。従って、救命救急センタ－と連携して救急領域の不足疾患を

経験することが可能です。また、障害者医療・リハビリテ－ションセンタ－

を有して、医療と福祉の連携といった観点に立った活動も行っているため、

急性期から慢性期まで幅広い疾患群を経験できます。 

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、慢性疾患、希少疾患、さらに高度先進医療を経験で

きます。また、大阪府南部医療圏における地域医療、病診・病々連携なども

経験できます。 

学会認定施設 

(内科系) 

日本内科学会認定教育病院 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

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 

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 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会認定医認定施設 

日本高血圧学会専門医制度認定施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本アレルギ－学会専門医教育施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本神経学会専門医教育施設 

日本血液学会研修施設 

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 

日本内科学会専門医制度研修施設 

日本感染症学会研修認定施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

心血管インターベンション学会研修施設 

植え込み型除細動器移植・交換術認定施設 

両室ペースメーカー移植術認定施設 

日本胆道学会指導施設  

経皮的僧帽弁接合不全修復システム認定施設 

日本内分泌学会内分泌科認定教育施設 

日本甲状腺学会認定専門医施設 

日本緩和医療学会認定研修施設 
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日本内分泌学会連携医療施設 

 

5．大阪国際がんセンター 

認定基準 
[整備基準 24] 
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。 
•非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（人事Ｇ担当）があります。 
•ハラスメントに対する通報制度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 24] 
2)専門研修プログラ

ムの環境 

指導医は 16名在籍しています（下記） 
•内科専攻医研修委員会を設置し、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（2019 年度実績 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（2020 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（2020年度実績 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。 
•地域参加型のカンファレンス（地区医師会との病診連携カンファレンス 2020

年度実績 3 回、その他病病連携カンファレンス 2020 年実績 2 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ます。 

認定基準 
[整備基準 24] 
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 5 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（上記）。 

認定基準 
[整備基準 24] 
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 3 演題以上の学会発表

（2019年度実績 3演題,2020年度実績 1演題）をしています。 

指導責任者 石川 淳 
【内科専攻医へのメッセージ】 
大阪国際がんセンターは、高度先進医療を行う特定機能病院であり、地域が

ん診療拠点病院、都道府県がん診療連携拠点病院としてがん診療に重点を置

きながら、幅広く高度な医療を提供する病院です。基幹施設大阪大学病院と

連携して内科専門研修を行い、必要に応じた可塑性のある、地域医療にも貢

献できる内科専門医の育成を目指します。 
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指導医数（常勤） 日本内科学会指導医 13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 17名、日本肝臓病学会専門医 5名 
日本循環器学会循環器専門医 2名、日本糖尿病学会専門医 2名、 
日本呼吸器学会呼吸器専門医 4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、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 9名 

外来・入院 患者数 
（内科系） 

外来患者１２０００名（平均延数／月） 入院患者 460名（平均数／月） 

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９領域、44 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） 

日本内科学会認定医制度教育病院 
日本消化器病学会認定施設 
日本循環器学会専門医研修施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本内分泌学会内分泌科認定教育施設 
日本呼吸器学会認定施設 
日本血液学会血液研修施設 
日本神経学会専門医制度認定教育施設 
日本肝臓学会認定施設など 

 

6.大手前病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

1) 専攻医の環

境 

• 研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

• 非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（労働安全委員会）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，更衣室，仮眠室，当直室が整備され

ています． 

• 保育所利用制度があり，利用可能です． 
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認定基準 

【整備基準 24】 

2) 専門研修プ

ログラムの環

境 

• 指導医が 17 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（2020 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（2020 年度実績 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． 

地域参加型のカンファレンス（大手前病院病診連携症例検討会：2020 年度実績 2

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

与えます．・CPC を定期的に開催（2019年度実績 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． 

•  

認定基準 

【整備基準 24】 

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，消化器，神経，循環

器，代謝・内分泌，呼吸器および血液，腎臓，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（2018 年度実績 10 体、2019 年度 6 体）を行っていま

す．2020 年度は COVID-19 の影響で 1 体でした。 

認定基準 

【整備基準 24】 

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 3 演題以上の学会発表（2019

年度実績 6 演題）をしています．その他を含め内科系の学会で 2019 年度に 19 演

題を発表しています. 

• 倫理審査委員会を設置し，定期的に開催（2020 年度実績 18 回）しています． 

• 治験事務局を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2020 年度実績 14 回）

しています． 

• 専攻医が国内・国外の学会に参加・発表する機会があり，和文・英文論文の筆

頭著者としての執筆も定期的に行われています． 

指導責任者 三井秀紀  

【内科専攻医へのメッセージ】 

大手前病院は，大阪市東部医療圏の中心的な急性期病院の１つで，大阪府指定

の地域医療支援病院でもあり、大阪市東部医療圏・近隣医療圏にある連携施設

とで内科専門研修を行い，必要に応じた可塑性のある，地域医療にも貢献でき

る内科専門医を目指します．内科系の多くのサブスペシャリティーを持った病

院であり,各分野の専門医がおり多彩な疾患を経験できます. 

大阪府がん診療拠点病院であり，がんの診断，抗がん剤治療（標準治療，臨床

試験・治験），放射線治療，内視鏡検査・治療から緩和ケア治療までを経験でき

ます.大阪国際がんセンターとも高度な連携をしており，内科系後期研修でも同

センターと協力しています．同センターでサブスペシャリティーを研修できる

コースも設けています． 
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救急病院で二次救急の救急搬送を年間 4,724 件受け入れており，救急の研修も充

分できます． 

主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的に，診

断・治療の流れを通じて，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 17 名，日本内科学会総合内科専門医 19 名, 日本消化

器病学会消化器専門医 4 名，日本肝臓学会専門医 4 名，日本循環器学会循

環器専門医 4 名，日本糖尿病学会専門医 3 名，日本血液学会血液専門医 3 

名，日本腎臓学会専門医 4 名，日本内分泌学会専門医 2 名, 日本神経学会

専門医 2 名，日本造血細胞移植学会専門医 2 名，ほか 

外来・入院 患

者数 

外来患者実数 23309 名/年、 入院患者実数 7650 名/年 

経験できる疾

患群 

研修手帳（疾患群項目表）にある 13 領域，70 疾患群のうち，多くの内科領域に

おいて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．  

経験できる技

術・技能 

1） 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． 

2） 技術・技能評価手帳に示された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 

在宅緩和ケア治療，終末期の在宅診療などがん診療に関連した地域医療・診療

連携を経験できます． 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会認定内科専門医教育病院,日本肝臓学会認

定施設,日本血液学会専門医制度研修施設,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,日本消

化器内視鏡学会認定指導施設,日本消化器病学会専門医

制度認定施設,日本大腸肛門病学会関連施設,日本超音

波医学会超音波専門医研修施設,日本乳癌学会関連施

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,日本病理学会研修認定施設, 日本

循環器学会認定循環器専門医研修施設,日本臨床細胞学

会認定施設,日本脳卒中学会教育施設,日本糖尿病学会

認定教育施設,日本神経学会専門医制度準教育施設,日

本感染症学会感染症専門医制度認定研修施設,日本腎臓

学会認定研修施設,日本透析医学会認定施設,など 

 

7.一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

1)専攻医の環境 

•初期医療研修における地域医療研修施設です。 

・令和３（２０２１）年７月に J R 学研都市線寝屋川公園駅前に移転しま

す。 

•研修に必要な医局図書室とインターネット環境があります。 

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-gijutsu.pdf
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•一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院非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（事務室職員担当および産業医）

があります。 

•ハラスメント委員会（職員暴言・暴力、セクシャルハラスメント担当窓

口）が一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院内に設置されています。 

•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。 

認定基準 

【整備基準 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•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。  

•地域参加型のカンファレンス（呼吸器研究会，循環器研究会，消化器病研

修会）は基幹病院および寝屋川市医師会が定期的に開催しており，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。 

認定基準 

【整備基準 24】 

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，消化器，呼吸器，

内分泌、代謝、膠原病、アレルギー、神経，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。救急の分野について

は，高度ではなく，一次の内科救急疾患，より一般的な疾患が中心となり

ます。 

認定基準 

【整備基準 24】 

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を予

定しています。 

指導責任者 松本智成 

【内科専攻医へのメッセージ】 

 JR学研都市線の東寝屋川駅と星田駅のほぼ中程の西側に位置し、大阪府

寝屋川北部公園に囲まれた緑豊かで閑静な丘陵地にあります。令和３（２

０２１）年７月にJ R学研都市線寝屋川公園駅前に移転します。春は桜、秋

には紅葉が楽しめます。1954年に療養所として発足し、1976年には大阪病

院となった伝統のある病院です。健診車が地域や職場に出向く巡回健診

は、結核予防会大阪府支部（現大阪府結核予防会）の集団検診が始まりで

す。1940（昭和15）年、結核予防会大阪府支部の今村荒男がわが国初の健

診車両を設計し、瞬く間にX線間接撮影装置を載せた健診車が全国に普及し

ていきました。現在も、本・支部合わせおよそ900台の健診車が日本全国

津々浦々を駆け巡っています。 

当病院での研修の特徴は内科、外科 (胸部・消化器)、整形外科、皮膚科、神

経内科、泌尿器科、リハビリテーション科が協力して一人の患者に対して

診療にあたることです。したがって、合併症のある患者を内科のみならず

各診療科のスペシャリストと共同で診ることができ、総合内科医としての

実力を養成することができます。希望すれば手術にも参加できます。 

また当院は結核病棟を有する数少ない医療機関の一つで、結核の予防、診

断、治療、治療後の検診、結核の外科治療、結核後遺症の診療と一連の結

核医療が学べます。まだまだ結核が多い中蔓延国である日本において当院

で研修することは意義があると思います。 

2002年7月には地域医療連絡室の設置、2003年4月からは療養型病床を設置

いたしました。また、2007年4月には訪問リハビリテーションも開始いたし
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ました。患者さまの視点に立った地域医療に貢献できる病院として、職員

一同努力しております。 

また、当院開設当初より近隣市町村の住民健診、契約をいただいている健

康保険組合や会社の集団健診、個人の健康診断等の事業も積極的に行って

おります。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会総合内科専門医 3 名 

日本内科学会認定医 3 名 

日本リウマチ学会指導医 2 名 

日本リウマチ学会専門医 3 名 

日本アレルギー学会指導医 1 名 

日本アレルギー学会専門医 2 名 

日本感染症学会指導医 1 名 

日本感染症学会専門医 1 名 

日本結核病学会結核・非結核性抗酸菌指導医 1 名 

日本呼吸器病学会指導医 2 名 

日本呼吸器病学会専門医 2 名 

日本呼吸器内視鏡学会専門医 1 名 

日本外科学会指導医 1 名 

日本外科学会専門医 2 名 

日本外科学会認定医 1 名 

日本胸部外科学会認定医 1 名 

日本呼吸器外科専門医 1 名 

日本消化器病学会専門医 1 名 

日本整形外科学会専門医 3 名 

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 1 名 

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 1 名 

外来・入院患者数 外来患者 163.8 名（1 日平均） 入院患者 124.8 名（1 日平均）※Ｈ29 年度

実績 

病床 151 床〈 一般 62 床 地域包括ケア 18 床 療養 41 床 結核 30 床 〉 

経験できる疾患群 専攻医登録評価システム（J-OSLER）にある 13 領域，70 疾患群の症例に

ついては，内科・結核患者・高齢者・慢性長期療養患者の診療を通じて，

広く経験することとなります。複数の疾患を併せ持つ高齢者の治療・全身

管理・今後の療養方針の考え方などについて学ぶことができます。 

経験できる技術・

技能 

内科は考える診療科といわれていますが最近では手技が重要になってきま

す。当院では内科専門医に必要な技術・技能を，特に気管内挿管、緊急気

管切開、中心静脈カテーテル挿入、胸腔穿刺、胸腔ドレーン挿入を一般病

棟、結核病棟、療養病棟の枠組みのなかで，経験していただきます。また

外科、整形外科と連携して手術までの流れ、術後管理を踏まえた内科治療

を学ぶことができます。もちろん、希望すれば実際に手術に立ち会えま

す。 

また、結核診療においては、結核の診断、治療、治療後の管理まで一連の

流れを学ぶことができる数少ない施設です。 

健診・健診後の精査・地域の内科外来としての日常診療・必要時入院診療

へ繋ぐ流れ。 

急性期をすぎた療養患者の機能の評価（認知機能・嚥下機能・排泄機能な

どの評価）。複数の疾患を併せ持つ高齢者の診療について。患者本人のみ

ならず家族とのコミュニケーションの在り方・かかりつけ医としての診療

の在り方。 
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嚥下機能評価（嚥下造影にもとづく）および口腔機能評価（歯科医師によ

ります）による，機能に見合った食事の提供と誤嚥防止への取り組み。 

褥創につてのチームアプローチ。 

経験できる地域医

療・診療連携 

入院診療については，急性期病院から急性期後に転院してくる治療・療養

が必要な入院患者の診療。残存機能の評価，多職種および家族と共に今後

の療養方針・療養の場の決定と，その実施にむけた調整。 

在宅へ復帰する患者については，地域の内科病院としての外来診療と訪問

診療・往診，それを相互補完する訪問看護との連携，ケアマネージャーに

よるケアマネジメント（介護）と，医療との連携について。 

地域においては，連携している有料老人ホームにおける訪問診療と，急病

時の診療連携，連携型在宅療養支援診療所群（6 医療機関）の在宅療養支援

病院としての入院受入患者診療。地域の他事業所ケアマネージャーとの医

療・介護連携。 

地域における産業医・学校医としての役割。 

また、月に１から２回、近隣の保健所にて結核の管理業務を経験すること

ができます。 

学会認定施設 

（内科系） 

日本呼吸器学会認定施設 

日本呼吸器内視鏡学会関連施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設 

日本感染症学会研修施設 

 

8.国立病院機構大阪刀根山医療センター 

認定基準 

[整備基準 24] 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修制度協力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。 

•非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（窓口：管理課）があります。 

•ハラスメントに適切に対処する部署（窓口：管理課）があります。 

•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（定期利用のみ）。 

認定基準 

[整備基準 24] 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

指導医は１名在籍しています（下記） 

•内科専攻医研修委員会を設置し、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（2017年度実績 10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（2017 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（2017 年度実績 4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（病病、病診連携カンファレンス 2017年度実績

11 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

を与えます。 

認定基準 

[整備基準 24] 

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 2 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（上記）。 

認定基準 •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
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[整備基準 24] 

4）学術活動の環

境 

（2017 年度実績 1演題）をしています。 

指導責任者 藤村 晴俊 （内科学会指導医・神経内科専門医） 

【内科専攻医へのメッセージ】 

刀根山病院は、豊中市にある呼吸器疾患と神経疾患の専門病院であり、基幹

施設・大阪大学医学部付属病院と連携して内科専門研修を行います。必要に

応じて可塑性のあるプログラムで、地域医療にも貢献できる内科専門医の育

成を目指します。 

指導医数（常勤） 日本内科学会指導医 11名、日本内科学会総合内科専門医 10名 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 15名、 

日本神経学会神経内科専門医 9名、 

日本アレルギー学会専門医（内科）1名 

外来・入院 患者

数 

（内科系） 

外来患者 46,887名（平均延数 3,907／月） 新入院患者 3,600名（平均数 300

／月） 

 

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 2 領域、15 疾

患群の症例を経験することができます。（詳細はお問い合わせください） 

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、高齢化社会に対応した地域に根ざした医療、慢性疾

患の診療を通して病診・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  

日本呼吸器学会認定施設 

日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 

日本神経学会専門医制度認定教育施設 

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 

日本リウマチ学会教育施設 など  

 

9.独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 

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． 

•星ヶ丘医療センター任期付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院内に整備されています． 

•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，病児保育にも対応しており，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 20 名在籍しています． 

•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（部

長）（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

を設置しています． 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2018 年度実績 22

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開催し，専攻医に受講を義務付
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け，そのための時間的余裕を与えます． 

•CPC を定期的に開催（2019 年度実績 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． 

•地域参加型のカンファレンスを定期的に開催し，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． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC受講（2019年実績なし）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 分野のうち全分野（少なくても 7 分野以

上）で定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 35 以上の疾患群）について研

修できます（上記）． 

•専門研修に必要な剖検（2018年度 2体，2019年度 2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などを整備しています． 

•倫理委員会を設置し，定期的に開催（2019年度実績 7回）しています． 

•治験管理室を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2019 年度実績 11

回）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 3 演題以上の学会発表

（2017 年度実績 3演題）をしています． 

指導責任者 髙橋 務 

【内科専攻医へのメッセージ】 

 星ヶ丘医療センターは，大阪府北河内二次医療圏の中心的な急性期病院

であり，北河内医療圏・近隣医療圏にある連携施設とで内科専門研修を行

い，必要に応じた可塑性のある，地域医療にも貢献できる内科専門医を目

指します． 

 主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的

に，診断・治療の流れを通じて，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 20名，日本内科学会総合内科専門医 17名， 

日本消化器病学会消化器専門医 4名，日本消化器内視鏡学会専門医 3人 

日本循環器学会循環器専門医 10名， 

日本糖尿病学会専門医 2名，  

日本呼吸器学会呼吸器専門医 3名， 

日本神経学会神経内科専門医 5名， 

日本感染症学会専門医 2名，ほか 

外来・入院患者数 外来患者 49641名/年、 退院患者 3089名/年 

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関連病院 

日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 

日本内科学会認定教育関連病院 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設  
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日本呼吸器学会認定施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本神経学会専門医制度教育関連施設 

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 

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 

日本臨床細胞学会施設認定 

など 

 

10.社会医療法人北斗 北斗病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

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． 

･社会医療法人北斗 北斗病院常勤医師として労務環境が保障されていま

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，

女性専用当直室が整備されています． 

･敷地内に院内保育所があり，病児保育も含めて利用可能です． 

認定基準 

【整備基準 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 3 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． 

•医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2018 年度 実績各 8 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． 

•医局合同カンファレンスを定期的に主催し，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． 

•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

を与えます． 

認定基準 

【整備基準 24】 

3)診療経験の環境 

・カリキュラムに示す内科領域では主に総合内科，消化器内科，循環器内

科，神経内科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 24】 

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 2 演題以上の学会発表

（2018 年度実績 2 演題）をしており，その他を含めて 2018 年度には合計

49 回の学会発表を行っています． 

指導責任者 金藤 公人  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 当院は急性期から慢性期まで一貫した医療を提供しており、充実した先

進医療機器インフラに加え、先進医療、予防医療、在宅医療を 3 本柱と捉

えた事業を行っています。また、社会医療法人として新たな事業、人材育

成に投資し、国内だけでなく、経済成長著しいアジアにも目を向けて事業

を展開しています。ロシア・ウラジオストックでは 5 年以上前からインタ

ーネット回線を用いた検診事業を、2018 年にはリハビリテーション事業も

開始し、今後拡大していく計画です。単なる医学的知識や技術の習得だけ

ではなく、医療界を広く俯瞰できる視野や医学や医療の在り方を考え、リ

ードしていくような気概のある若手医師に期待します。十勝地区の中心的

な急性期病院かつ管内の複数の連携施設で研修を行い，地域医療にも貢献

でき、回復期や慢性期を含め経時的に診断・治療を通じて，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できる内科専門医を養成を目
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指します． 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 1 名，日本内科学会総合内科専門医 4 名 

日本消化器病学会消化器専門医 3 名，日本循環器学会循環器専門医 1 名， 

日本神経学会神経内科専門医 1 名，日本老年病学会専門医 1 名ほか 

外来・入院患者数 外来患者 641 人/日， 救急搬送患者数 1,811 人(2017 年実績)  

入院患者 222 人/日，  

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．特に同一法人内で、十勝リハビリテー

ションセンター(199 床)での回復期医療、上士幌クリニックなどでの地域医

療研修の他、十勝管内での地域医療の研修に対応が可能です。 

学会認定施設 

（内科系） 

日本循環器科学会認定循環器専門医研修施設 

日本内科学会認定医制度教育関連施設 

日本消化管学会胃腸科指導施設 

日本老年医学会認定施設 

日本神経学会認定准教育施設 

ほか 

 

11. 奈良県立医科大学附属病院 

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。 

‧ 研修に必要な図書館とインターネット環境があります。 

‧ 奈良県立医科大学附属病院の医員として労務環境が保障されています。 

‧ メンタルストレスに適切に対処する部署（健康管理センター）がありま

す。 

‧ ハラスメントに係る規程が整備され、必要に応じて委員会が開催されま

す。 

‧ 女性専攻医が安心して勤務できるように更衣室，シャワー室，当直室が整

備されています。 

‧ 病院の至近距離(50ｍ)に院内保育所があり、病児保育の体制も整っていま

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 101 名在籍しています。（按分前）（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・感染対策の委員会・講習会を定期的に開催（2018 年

度実績 医療倫理委員会 12 回、医療安全研修会 11 回、感染対策研修会 15

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（2020 年度予定）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。 

‧ CPC を定期的に開催（2018 年度実績 34 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 

‧ 臨床医として優秀かつ教育実績のある医師を国内外から広く招聘し、専攻

医の臨床能力向上に努めています。（Dr. N プロジェクト） 

認定基準 

【 整 備 基 準

23/31】 

カリキュラムに示す内科領域 13 分野のうち、総合内科、内分泌、アレルギ

ー、救急を除く、消化器、循環器、代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経、膠原

病、感染症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｡（連
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3)診療経験の環

境 

携施設からの按分症例数を含めると充分です） 

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或いは同地方会に年間で計 1 演題以上の学会発表（2018

年度実績 13 演題）をしています。 

指導責任者 斎藤 能彦 

【内科専攻医へのメッセージ】 

 奈良県立医科大学附属病院は多くの協力病院と連携して人材の育成や地域

医療の充実に向けて、質の高い内科専門医育成を目指しています。本プログ

ラムは初期臨床研修修了後に大学病院の内科系診療科が協力病院と連携し

て、内科専門医を育成するものです。また単に内科医を養成するだけでな

く、医療安全を重視し、患者本位の医療サービスが提供でき、医学の進歩に

貢献し、日本の医療を担える医師を育成することを目的とするものです。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 101 名，日本内科学会総合内科専門医 66 名 

日本消化器病学会消化器専門医 23 名，日本肝臓学会肝臓専門医 20 名， 

日本循環器学会循環器専門医 13 名，日本内分泌学会専門医 3 名， 

日本腎臓病学会専門医 8 名，日本糖尿病学会専門医 8 名， 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 14 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 10 名，日本アレルギー学会専門医(内科）2 名， 

日本リウマチ学会専門医 1 名，日本感染症学会専門医 6 名， 

日本老年医学会専門医 2 名，日本救急医学会救急専門医 2 名 ほか 

外来・入院患者

数 

年間初診患者 23,139 名(年間延べ外来患者数は 542,567 名） 

年間新入院患者 20,641 名(年間延べ入院患者数は 304,262 名） 

経験できる 

疾患群 

極めて稀な疾患を除き、連携施設群の症例を合わせて、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） 

日本内科学会認定教育病院 

日本内科学会認定専門医研修施設 

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治療学会研修施設 

日本動脈硬化学会専門医認定教育施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

日本不整脈心電学会認定認定不整脈専門医研修施設 

日本老年医学会認定施設 

ICD/両室ペーシング植え込み認定施設 

TAVR（経カテーテル的大動脈弁置換術）実施施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本血液学会認定専門研修認定施設 

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 

日本消化器病学会認定施設 

日本肝臓学会認定施設 
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日本内分泌甲状腺外科学会認定専門医施設 

日本胆道学会認定指導医制度指導施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本消化器がん検診学会認定医制度指導施設 

日本大腸肛門病学会認定施設 

日本神経学会認定教育施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本リハビリテーション医学会専門研修プログラム基幹施設 

日本神経病理学会認定施設 

日本認知症学会教育施設 

日本頭痛学会認定教育施設 

総合診療専門研修プログラム基幹施設 

日本プライマリ・ケア連合学会認定総合医・家庭医研修プログラム研修施設 

日本病院総合診療医学会認定施設 

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 

日本感染症学会認定研修施設 

日本環境感染学会認定教育施設 

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 

日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設 

日本透析医学会認定施設 

日本東洋医学会研修施設 

ステントグラフト実施施設 

日本緩和医療学会認定研修施設 など 

 

12．奈良県総合医療センター 

認定基準 

【整備基準 24】 

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． 

•有期専門職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． 

•ハラスメント防止委員会が奈良県総合医療センターに整備されています． 

•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 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 19 名在籍しています． 

•内科専門研修プログラム管理委員会（統括責任者：院長，プログラム管理

者： 

  診療部長，専門医研修プログラム準備委員会から2017年度に移行）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

と臨床研修医支援室（2015 年度設置済）を設置します． 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会（ICT 勉強会）を定期的に開催

（2018 年 

 度実績：医療安全講習会 28 回，感染対策講習会（ICT 勉強会）9 回,呼吸サ

ポートワーキング勉強会 3 回，年間 40 回開催）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． 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催（2020 年度予定）し，専攻
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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（2019 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． 

•地域参加型のカンファレンス（基幹施設：奈良県総合医療センター病診・

病病連携医療講座：10 回開催．集学的がん治療勉強会：5 回開催,緩和ケア

勉強会 3 回；2019 年度実績 18 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ます． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC 受講を義務付け，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支援室が対応します． 

認定基準 

【整備基準 24】 

3)診療経験の環境 

・カリキュラムに示す内科領域全領域で定常的に専門研修が可能な症例数を

診療しています（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 35 以上の疾患群）について研

修できます（上記）． 

•専門研修に必要な剖検（2018年度 9.6体、2017年度 10体，2016年度実績

10 体，2015 年度 9 体）を行っています． 

 

認定基準 

【整備基準 24】 

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． 

•倫理委員会を設置し，定期的に開催（2019 年度実績 3 回）しています． 

•治験管理室を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2019 年度実績 12

回）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３演題以上の学会発表（2019

年度実績 ３演題）をしています． 

 

指導責任者 中谷 敏也 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 19 名，日本内科学会総合内科専門医 16 名 

日本消化器病学会消化器専門医 6 名，日本肝臓学会肝臓専門医 3 名 

日本内分泌学会専門医 1 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 1 名，日本腎臓病学会専門医１名 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 4 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 2 名，日本リウマチ学会専門医 1 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 7 名，ほか 

外来・入院患者数 外来患者 23,750 名（1 月あたり）名  入院患者 11,229 名（1 月あたり）

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 

日本消化器病学会認定施設 

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 

日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

日本呼吸器学会認定施設 
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日本腎臓学会研修施設 

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 

日本救急医学会救急科専門医指定施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

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 

日本内分泌学会認定教育施設 

日本血液学会認定研修施設 

日本感染症学会認定研修施設 

 

13．西和医療センター 

作成中 

 

14．市立奈良病院  

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． 

•メンタルストレスに適切に対処する部署があります． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，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，病児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 

•指導医が 24 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（2019 年度実績 医療倫理

1 回，医療安全 3 回，感染対策 4 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 分野のうち全分野（少なくとも 7 分野以上）で

定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています． 

・70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくとも 35 以上の疾患群）について研修でき

ます． 

・内科研修に必要な剖検を行っています． 

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を整備しています． 

・倫理委員会を設置し、定期的に開催（2019 年度実績 11 回）しています． 

指導責任者 髙橋 信行  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 当院は奈良市の中核病院として，地域医療の充実や人材の育成に向けて様々な

活動を行っています．本プログラムは，近隣医療圏の連携施設や特別連携施設と

協力して，地域医療，救急医療，専門医療の診療知識や技術を習得すること，ま
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た医療安全を重視し，患者本位の医療サービスを提供することを目指し，質の高

い内科医を育成します．  

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会認定内科医 25 名 

日本内科学会総合内科専門医 12 名 

日本循環器学会循環器専門医 3 名 

日本救急医学会救急科専門医 5 名 

日本神経学会神経内科専門医 4 名 

日本消化器病学会消化器専門医 7 名 

日本プライマリケア連合学会指導医 3 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 2 名   ほか 

外来・入院患者数 

2019 年 

外来患者 17,764.5 人（1 ヶ月平均）、入院患者 9,338.4 人（1 ヶ月平均） 

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 

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を経験できま

す． 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会認定医制度教育関連病院 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本循環器学会専門医研修関連施設 

日本肝臓学会関連施設 

日本消化器病学会専門医認定施設 

日本消化器内視鏡学会専門医指導施設 

日本神経学会専門医制度教育施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本腎臓学会研修施設 

日本緩和医療学会認定研修施設 

 

15．市立伊丹病院 

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． 

•伊丹市非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伊丹市役所に整備されています． 

•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 32 名在籍しています． 

•内科専門研修プログラム管理委員会（統括責任者（副院長）（内科指導

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

と臨床研修センターを設置しています． 
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•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2019 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． 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催（2019 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（2019 年度実績 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． 

•地域参加型のカンファレンス（伊丹市医師会内科医会循環器フォーラム，

伊丹市医師会内科医会糖尿病フォーラム，伊丹市医師会内科医会呼吸器疾

患フォーラム，伊丹市医師会消化器勉強会・外科医会合同講演会，伊丹市

医師会内科医会講演会，登竜門カンファレンス，神戸 GM カンファレンス

など，；2019 年度実績 25 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ます． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC受講（2016 年 9月に第 1回を開

催，2017 年 5 月に第 2 回，2018 年 5 月に第 3 回を開催，2019 年 5 月に第

4 回を開催）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 11全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（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 58 以上の疾患群）について研

修できます（上記）． 

•専門研修に必要な剖検（2018 年度実績 10 体，2019 年度 13 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などを整備しています． 

•倫理委員会を設置し，定期的に開催（2019 年度実績 9 回）しています． 

•治験管理室を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2019 年度実績 11

回）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 3 演題以上の学会発表

（2019 年度実績 3 演題）をしています． 

指導責任者 筒井秀作  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 市立伊丹病院は，兵庫県阪神医療圏の中心的な急性期病院であり，阪神

医療圏・近隣医療圏にある連携施設・特別連携施設とで内科専門研修を行

い，必要に応じた可塑性のある，地域医療にも貢献できる内科専門医を目

指します． 

 主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的

に，診断・治療の流れを通じて，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 32 名，日本内科学会総合内科専門医 17 名, 

日本消化器病学会消化器指導医 4 名,日本消化器病学会消化器専門医 7 名, 

日本消化器内視鏡学会指導医 4 名，日本消化器内視鏡学会専門医 7 名, 

日本肝臓学会指導医 1 名，日本肝臓学会専門医 3 名， 

日本循環器学会循環器専門医 4 名, 

日本呼吸器学会呼吸器指導医 2 名,日本呼吸器学会呼吸器専門医 3 名, 

日本血液学会血液指導医 2 名,日本血液学会血液専門医 4 名, 

日本糖尿病学会指導医 1 名,日本糖尿病学会専門医 1 名, 

日本アレルギー学会指導医（内科）1 名，日本リウマチ学会指導医 1 名， 

日本腎臓病学会専門医 1 名, 

日本老年医学会指導医 1 名, 
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日本臨床腫瘍学会指導医 1 名，暫定指導医 1 名、専門医 1 名 ほか 

外来・入院患者数 外来患者 17,442 名（1 ヶ月平均） 入院患者 864 名（1 ヶ月平均） 

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 臨床研修病院（基幹型） 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 

日本消化管学会胃腸科指導施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本膵臓学会認定施設 

日本呼吸器学会専門医制度認定施設 

日本血液学会認定血液研修施設 

日本輸血細胞治療学会認定医制度指定施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本高血圧学会認定施設 

日本老年医学会認定施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本リウマチ学会認定教育施設 

日本循環器学会専門医制度研修施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本臨床腫瘍学会専門医制度研修施設 

日本緩和医療学会認定研修施設 

日本超音波医学会専門医研修施設 

日本人間ドック学会専門医制度研修関連施設日本老年医学会認定施設 

日本透析医学会専門医制度認定施設 

など 

 

16．公立学校共済組合近畿中央病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

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。 

• 公立学校共済組合近畿中央病院非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，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 24】 

2)専門研修プログラ

ムの環境 

内科学会 

指導医は 19名在籍しています。 

•内科専攻医研修委員会を設置し、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（2019年度実績各 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を定期的に主催し、専攻医に受講を義務付
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け、そのための時間的余裕を与えます。 

•CPC を定期的に開催（2019 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。 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC 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 24/31】 

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 12分野（血液を除く）では定常

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（2017 年度 13 体、2018 年度 9 体、2019 年度 9 体）

を行っています． 

認定基準 

【整備基準 24】 

4)学術活動の環境 

•臨床研究に必要な図書室などを整備しています。 

•倫理委員会を設置し、定期的に開催（2019年度実績 5回）しています。 

•治験管理室を設置し、定期的に治験委員会を開催（2019年度実績 12回）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 3 演題以上の学会発表を

しています。 

指導責任者 上道知之 

【内科専攻医へのメッセージ】 

 公立学校共済組合近畿中央病院は，阪神北医療圏の中心的な急性期病院で

あり、近隣医療圏にある連携施設・特別連携施設とで内科専門研修を行い、

必要に応じた可塑性のある、地域医療にも貢献できる内科専門医を目指しま

す。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 19 名、日本内科学会総合内科専門医 8 名、日本循環器

学会循環器専門医 6名、日本消化器病学会消化器専門医 4 名、日本呼吸器学

会呼吸器専門医 4 名、日本神経学会神経内科専門医 3 名、日本腎臓病学会腎

臓専門医 3 名、日本肝臓学会肝臓専門医 2 名、日本内分泌学会内分泌専門医

1名、日本糖尿病学会糖尿病専門医 1名、ほか  

外来・入院患者数 外来延患者数 71,958名/年（2019年度）  

入院延患者数 55,043 名/年（2019年度） 

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 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本インターベンション治療学会研修関連施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

日本神経学会専門医制度教育施設 

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 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会専門医制度認定施設 

日本内分泌学会内分泌代謝科専門医制度認定教育施設 
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日本糖尿病学会認定教育施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本アレルギー学会認定教育施設など 

 

17．兵庫県立西宮病院 

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． 

•地方公務員法第 22条第 2項の規定に基づく臨時的任用職員として正規職員

に準じた労務環境が保障されています．また公舎等の利用が可能です． 

•メンタルストレスに適切に対処する部署（健康管理センンター）が兵庫県

庁にあります．希望者には毎年メンタルヘルスに関する健診を行っていま

す。 

•院内にハラスメント委員会を設置しました． 

•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，18 時まで保育時間を延長する延長保育を行っ

ています． 

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 19 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（2018年度実績 医

療倫理 2回，医療安全 6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（2020 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（2017 年度実績 12 回・12 体分，2018 年度実績 4

回・4 体分，2019 年度実績 10 回・10 体分，2020 年度実績 2 回・2 体分）

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（2018 年度実績 41 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，消化器，循環器，

内分泌，代謝，腎臓，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（2017 年度実績 12 体，2018 年度実績 4 体，2019

年度実績 10 体，2020 年 2 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 

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

（2017-2020 年度実績 3 演題）をしています． 

・倫理委員会を設置し，定期的に開催（2020年度実績 11回）しています． 

・治験センターを設置し、定期的に治験審査委員会を開催（2020 年度実績

12 回）しています． 

・臨床研究センターを設置しています． 

・専攻医が国内・国外の学会に参加・発表する機会があり，和文・英文論

文の筆頭演者としての執筆が定期的に行われています． 

・臨床教育センターを設置しています． 

指導責任者 楢原 啓之（ならはら ひろゆき）  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 兵庫県立西宮病院は、人口が増加している兵庫県西宮市の一等地（阪神

電車から徒歩 1分にあります．兵庫県立病院の中で最も歴史が古く、チーム
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医療・トータルケア（全人的医療）を実践しています．兵庫県内および大

阪府内の連携施設や大阪大学医学部付属病院・兵庫医科大学・関西医科大

学・大阪医科大学と連携して人材の育成や地域医療の充実に向けて様々な

活動を行っています． 

・本プログラムは，初期臨床研修修了後に院内の内科系診療科のみならず

連携施設と連携して，質の高い内科専門医を育成するものです．医療安全

を重視し，患者本位の医療サービスが提供でき，さらに医学の進歩に貢献

して国内のニーズへの貢献を担える医師を育成することを目的とするもの

です． 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 19 名，日本内科学会総合内科専門医 18 名 

日本消化器病学会消化器病専門医 10 名，日本肝臓学会肝臓専門医 5 名，日

本循環器学会循環器専門医 3名，日本内分泌学会専門医 1名，日本腎臓学会

腎臓専門医 4 名，日本糖尿病学会専門医 2 名，ほか 

外来・入院患者数 外来患者 13,447 名（1 ヶ月平均） 入院患者 10,513 名（1 ヶ月平均延数） 

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．特に化学療法・肝がん経

皮的治療・内視鏡治療においてはより高度な専門技術を習得することがで

きます． 

経験できる地域医

療・診療連携 

救命救急センターと緊密に連携してドクターカー・DMAT カーを含めて超

急性期症例を経験できます．また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） 

日本内科学会認定教育施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本臨床腫瘍学会特別連携施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本血液学会血液研修施設 

日本腎臓学会認定研修施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本救急医学会指導医指定施設 

日本救急医学会救急科専門医指定施設 

日本大腸肛門病学会大腸肛門病認定施設 

日本胆道学会認定指導施設 

日本禁煙学会認定教育施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本臨床腎移植学会認定研修施設 

日本内分泌学会認定教育施設 

など 

 

18．古賀総合病院 

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。 

•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。 

•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



48  

ワー室・当直室が整備されています。 

•近隣に関連施設である「だきっこ保育園」があり、利用可能です． 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 8 名在籍しています。 

•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。 

•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

を設置します。 

•医療倫理（1 回）・医療安全（1 回）・感染対策（2 回）の講習会を定期的

に開催（2020 年度実績）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（2021 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（2018 年度実績 7 回、2019 年度実績 3 回、2020 年

度実績 1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（内科体験学習集談会，宮崎東諸県医療圏の

救急医療合同カンファレンス、循環器研究会、呼吸器研究会、消化器病症

例検討会）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。 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC 受講を義務付け、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センターが対応します。 

•特別連携施設（美郷町国民健康保険西郷病院）の専門研修では、電話や週

1 回の古賀総合病院での面談・カンファレンスなどにより指導医がその施設

での研修指導を行います。 

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、消化器、循環器、

内分泌・代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経の９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（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 35 以上の疾患群）について研

修できます（上記）。 

4)学術活動の環境 •臨床研究に必要な図書室などを整備しています。 

•倫理委員会を設置し、定期的に開催しています。 

•日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 3 演題以上の学会発表を

しています。 

指導責任者 楠元  寿典  

【内科専攻医へのメッセージ】 

 古賀総合病院は、宮崎県東諸県医療圏の中心的な急性期病院で、地域医

療支援病院として多くの医療機関と連携しており、コモンディジィーズか

らまれな疾患まで幅広く経験でき「臨床力」を身につけることができま

す。また多数の学会関連施設であり将来の subspecialty を視野に入れた内

科専門医を目指すことができます。 

当院は市中病院でありながら、日本全国で脾臓計測に使用される「古賀の

式（脾臓長軸×短軸×0.9）」を提唱した病院であり、豊かな臨床研究マイ

ンドがあります。 

 当院の理念である「患者さんやその家族に納得していただける医療・介

護・福祉サービスを継続して提供します」のもと、顔も名前も全員わかる

規模の市中病院の強みを生かし、病院全体で「内科専門医」を育てたいと

思っています。一緒に頑張りましょう。病院一同 皆さんを心からお待ちし
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ています。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 8 名，日本内科学会総合内科専門医 6 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 1 名， 

日本糖尿病学会専門医 2名，日本腎臓病学会専門医 2 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 2 名，日本肝臓学会専門医 2名、

日本消化器内視鏡学会 5 名ほか 

外来・入院患者数 外来患者 135,945 名/年，新患 9,147 名/年 

入院患者 6,061 名/年（2019 年度実績） 

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関連施設 

日本消化器病学会専門医制度認定施設 

日本血液学会認定血液研修教育施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本透析医学会専門医認定施設 

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 

日本甲状腺学会認定専門医施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本循環器学会認定循環器研修関連施設  など 
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市立東大阪医療センター内科専門研修プログラム管理委員会 

（2020年 4月現在） 

 

市立東大阪医療センター 

中 隆（副院長，プログラム統括責任者，臨床研修センター長） 

辻井 正彦（院長） 

川口 義彦（プログラム管理者，内分泌代謝分野責任者） 

鷹野 譲（心臓血管センター長） 

宮尾 清貴（事務局代表，臨床研修センター事務担当） 

小林 一三（消化器内科分野責任者） 

宇田 裕史（免疫内科分野責任者） 

隅 寿恵 （神経内科分野責任者） 

市川 稔 （循環器内科分野責任者） 

藤村 龍太（腎臓内科分野責任者） 

松梨 達郎（血液内科・総合診療分野責任者） 

 

連携施設担当委員 

大阪急性期・総合医療センター   林 晃正 

大阪はびきの医療センター    橋本 章司 

大阪国際がんセンター    山崎 知行 

大手前病院      三井 秀紀 

結核予防会 大阪病院    松本 智成 

国立病院機構 刀根山病院    森 雅秀 

地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 髙橋 務 

八尾市立病院      福井 弘幸 

大阪大学医学部附属病院   鷹見 洋一 

北斗病院      金藤 公人 

奈良県総合医療センター   中谷 敏也 

奈良県西和医療センター   土肥 直文 

奈良県立医大附属病院    赤井 靖宏 

市立奈良病院     高橋 信行 

市立伊丹病院     村山 洋子 

公立学校共済組合近畿中央病院  上道 知之  

兵庫県立西宮病院    楢原 啓之 

古賀総合病院     楠元 寿典 

 

オブザーバー 

内科専攻医代表 1 柴田 祥吾 

内科専攻医代表 2 芳村 ちさと 
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Appendix 

別表 1 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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市立東大阪医療センターサブスペシャルティ研修の特徴 

 

１）消化器内科         部長 小林一三 

消化器内科では，肝臓領域，消化管領域，胆膵領域の悪性疾患から良性疾患まで，また急性疾患

から慢性疾患まで幅広く診療を行っています．日本消化器病学会，日本肝臓学会，日本消化器内視

鏡学会の認定施設であり，各種の診療ガイドラインを基軸に，外科・放射線科と密に連携しながら

診断・治療を行っています． 

当院は厚生労働省指定のがん診療拠点病院であるため，当科としては特に消化管（食道・胃・大

腸）の早期癌に対する内視鏡治療（粘膜下層剥離術（ESD)・粘膜切除術（EMR)），肝細胞癌に対す

るラジオ波治療（RFA），動脈化学塞栓療法（TACE)，および手術不能進行癌に対する化学療法にも

力を入れています．治療の適応については，消化器外科，放射線科との合同カンファを行って，決

定しています． 

また，地域医療支援病院にも指定されており，救急車・救急患者の受け入れに力を入れていま

す．胃・十二指腸潰瘍や静脈瘤破裂等の消化管出血，閉塞性化膿性胆管炎等の緊急疾患を積極的に

受け入れ，内視鏡的止血処置やドレナージ術等を数多く施行しています． 

それ以外にも，C 型慢性肝炎の経口 DAA 製剤治療，B 型慢性肝炎の核酸アナログ製剤治療，IBD の

治療も積極的に行っています． 

消化器内科は扱う臓器・疾患が多岐にわたるため，非常に多忙な診療科ですが，内視鏡や超音波

等を用いた検査・治療手技が多く，手技が上達して行く充実感は大きなものがあります．病院によ

っては肝疾患と消化管疾患に分かれているところもありますが，当院では消化器の generalist を育

成する目的で，区別なく全ての領域の十分な研修をしてもらいます．当院は人口 50 万人の東大阪

市において唯一の 500 床以上の中核病院であるため，多彩な症例を数多く経験でき，臨床の最前線

を学びたい方には是非とも当院での研修をお勧めします． 

 

病床数 53 床，年間入院患者数（2016 年） 1578 人， 

年間症例数（2016 年） 

上部消化管内視鏡件数 3972 件，大腸内視鏡件数 1987 件，ERCP 304 件 

  うち，ESD 93 件 (食道 8，胃 67，大腸 18)，大腸ポリペク・EMR 252 件， 

消化管止血術 232 件 

RFA・PEIT 71 件，TACE 134 件 

 

２）循環器内科                             部長 市川稔 

市立東大阪医療センター循環器内科は，東大阪市を中心とした中河内地域の中核病院となるべく急

性心筋梗塞，心不全，肺動脈血栓塞栓症，閉塞性動脈硬化症などの循環器急性期疾患を中心に診療

を行っております．現在，総勢 8名で大阪大学，関西医大，兵庫医大から派遣されており皆で協力

しながら日々頑張っております．大阪市内と異なり東大阪市は 50万人都市ですが，夜間に緊急で

循環器疾患の対応ができる病院は 4－5病院であるため，多数の救急患者の搬送があります．この

ため，循環器疾患に関しては様々な症例を経験することができます．当科は卒後 10年目までの医

師が半数を占めておりますので，チームとしては発展途上といえますが皆が助けないながら日々診

療をこなしています．また，隣接する中河内救命センターが指定管理下となるためより連携を深め

ており，心臓血管外科も新規開設され，ますます忙しくはなると思いますが，１つ１つ作り上げる
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楽しみな面もあると思います．学会発表や臨床研究に関しても，積極的に行っており国内外を問わ

ずやる気があれば発表のチャンスはあります．研究面では，冠動脈，下肢インターベンションにお

ける血管内イメージング，特に血管内視鏡を用いた研究は他の施設にはない特徴と言えると思いま

す．まだまだ発展途上の科ですが，一緒にチームを作っていく仲間として来て頂けることを願いま

す． 

 

３）神経内科            部長 隅 寿恵 

病床数 25床  患者数 2018年度年間入院患者数 577（平均在院日数 20.2 日），2018年度年間外

来患者数 9,808（うち病院としての初診 969）． 

疾患別外来定期通院中患者数 

 
疾患別入院患者数 

 

東大阪市近辺に神経内科を標榜し入院施設を持つ施設が乏しいことから，とくに神経難病に関し

ては，ノーマライゼーションの観点から，大阪府および東大阪市保健所と協力し，当市のみならず

八尾・大東を含む中河内地区の神経難病患者診療のセンター的役割を果たしており，大阪府より中

河内地区で唯一当院が委託を受け，難病患者在宅医療支援事業に協力しています（中河内以外の大

阪府下では，大阪大，大阪医大，関西医大，近畿大，大阪急性期・総合医療センターが協力）．ま

た，救急指定の内科 1部門として，急性疾患の脳血管障害や，頭痛・てんかん・めまい等の機能的

疾患に対応しています．また指導医の 2人が神経病理に携わっていたため，生検や剖検に際して院

内で処理を行うことが可能なことも特長の一つです． 

脳血管障害に関しては，脳外科医（血管内治療医 2名含む）と救急ホットライン等で協力し，合

同カンファも実施しています．また，当院の救急整備に併せて，2020年 2 月より SCU当直も開始し

ました． 

神経内科医を志す初期研修医に充分な教育が可能な豊富な症例に巡り会える点が最大の特長であ

り，現在内科教育病院・神経内科教育施設に認定され，若い神経内科医を育てる努力を行ってお

り，当院での後期研修中や修了後に全員が神経内科専門医を取得しています．  

また，大阪大学はもちろん，大阪急性期・総合医療センター，刀根山病院，大手前病院，JCHO星

ヶ丘など，府内でも有数の神経内科の研修を行える施設がたくさん当院との連携施設に名を連ねて

おり，連携施設での研修も充実しています． 

神経内科に興味を持ち，神経変性疾患などの難病と脳血管障害など市中病院の一般内科で経験す

るような神経疾患の双方をバランスよく診療したい方に当院のプログラムを強くお勧めします． 

週間予定例： 

CVD 神経変性疾患 神経免疫疾患 機能的疾患
患者数 脳梗塞 脳出血 PD PSP MSA MND SCD ＡＤ GBS MS MyG てんかん ジストニア 振戦 頭痛

1115 200 17 241 13 17 25 52 18 9 35 41 129 41 22 192 20 32

ミオパ

チー

ニューロ

パチー

脳梗塞 脳出血TIA PD MSA MND SCD GBS MS MyG脳炎 髄膜炎てんかんめまい
2018 612 19.9 125 9 17 49 5 30 3 9 10 5 5 8 29 21 10 24

年度 入院
総計

平均在
院日数

ミオパ
チー

ニューロ
パチー

CVD 神経変性疾患 神経免疫疾患 感染症 機能的疾患
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４）腎臓内科                医長 藤村 龍太 

市立東大阪腎臓内科は，中河内地域では腎臓内科専門医が少なく，かつ腎臓内科がある病院もな

いことから地域医療の腎臓疾患の中核病院となっています． 

透析導入患者，維持透析患者の合併症管理はもちろんのこと，ANCA 関連腎炎などの急性腎不

全，電解質異常症例，慢性腎炎，SLE などの膠原病症例などの様々な症例を経験することができま

す． 

腎生検症例も豊富で腎生検カンファレンスも適時おこなっております． 

透析室はベッドが 15 床で，血液透析治療だけでなく，各種血液浄化療法(単純血漿交換，二重膜

ろ過血漿交換，免疫吸着，エンドトキシン吸着，白血球除去など)をおこなっています． 

現在，スタッフは５名で大阪大学，奈良県立医大から派遣されています． 

内科教育病院，腎臓学会認定施設，透析学会認定施設に認定され，腎臓専門医，透析専門医の取

得が可能です． 

学会発表も，国内外で症例発表が可能で，発表の経験をたくさん積むことができます． 

腎臓内科に興味を持たれている方，症例数が多い当院での研修プログラムで一緒に経験しましょ

う． 

５）総合診療科                                                                                 

2016 年 4月より，内科の新しい診療科として総合診療科が始動しました． 

まずその主な役割を説明します． 

① 診療科選定に困惑する患者さん，かかりつけ医の先生方の窓口となり，適切な診断と必要な加

療を行い，然るべき専門医や他機関などに紹介及び逆紹介すること 

② 臓器別専門科を複数科受診しているが，それぞれの疾患が高い専門性を要さない場合に一括診

療を行い，患者さんの利便性と経済的負担の軽減に貢献すること 

具体的な診療疾患としては， 

不明熱・リンパ節腫脹・貧血・電解質異常・健診や各種検査での異常指摘に対する精査・加療 

糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの総合的管理加療 

などが挙げられます． 

現在，担当医師は，濱野と宮沢の 2 人．そこに初期研修医が加わる形で，外来診療，入院診療を

行っています． 

外来診療は，毎週月曜日から木曜日までの週 4日で，随時入院診療も行います． 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

血管造影
入院患者診療/
救急オンコール

入院患者診療 入院患者診療
症例カンファ
（多職種）・
病棟回診

頚動脈エコー

入院患者診療

担当患者の病態に応
じた診療/当直/脳卒
中ホットラインオンコー
ル/研修・学会参加

担当患者の病態に応じた診療/当直/脳卒中ホットラインオンコール/研修・学会参加

救急内科外来朝カンファレンス

午前

午後

神経内科
予約外来診療

神経生理検査頭痛外来診察入院患者診療

脳外科合同
カンファレンス・
CPC（不定期）

抄読会 内科合同検討会
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特に地域連携には注力しており，当日の紹介症例についても，できる限り柔軟に対応しています． 

 なお，当院は 2016年度より日本病院総合診療医学会の認定施設にも登録され，研修医及び医学生

の指導・育成にも積極的に取り組んでいます．なかなか他では機会の少ない内科外来診療・プライ

マリケアの指導をはじめとして，毎週金曜日は，入院症例・診断に苦慮した外来症例を中心にケー

スカンファレンスを行っております．もちろん，研修先に

選んでくれた先生にも外来診療を担当してもらい，直接指

導していく予定です． 

また，大阪大学 総合内科との合同カンファレンスや，関

連病院ウェブカンファレンスも定期的に行っています． 

総合診療科は，新専門医制度の中で，新たな基本領域に

も指定されており，今後の日本の医療において必要性は高

まる一方です．総合診療医を目指す方はもちろん，他の内

科専門領域を目指す方にとっても，プライマリケア・総合

内科診療での研修は必ずプラスになることでしょう． 

最後に，私見にはなりますが，総合診療科の醍醐味は，

臨床推論であり，詳細な問診と，しつこいくらいの身体診

察にあります．是非，我々のチームに入って，共に知恵を絞りあいましょう！ 

 

６）内分泌代謝内科，免疫内科，その他 

豊富な症例数が経験でき，各サブスペシャルティに関する指導医が在籍しています（2.募集専攻

医数（P.3）内科基幹施設案内（P.21）参照）．さらに隣接の三次救命救急施設である中河内救命

救急センターとも有機的に協力して診療を始めています． 

 

指導医一覧 

辻井 正彦 消化器内科  

小林 一三 消化器内科  

赤松 晴樹 消化器内科  

名和 誉敏 消化器内科 

村田 淳 消化器内科  

瀧川 貴生 消化器内科 

加藤 幹那 消化器内科 

鷹野 譲 循環器内科 

市川 稔 循環器内科  

高木 祟 循環器内科 

石津 宜丸 循環器内科  

吉田 聡 循環器内科  

中 隆 神経内科  

隅 寿恵 神経内科  

川口 義彦 内分泌代謝内科  

宇田 裕史 免疫内科  

原田 環 腎臓内科  

呼吸器; 25% 

循環器; 2% 

内分泌・代謝; 12% 

免疫; 4% 
消化器; 9% ウィルス感染; 1% 

不定愁訴; 

24% 

血液; 4% 

腎臓; 6% 

不明熱・悪性疾患; 13% 

診療領域別割合 
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藤村 龍太 腎臓内科  

田中 綾子 腎臓内科 

松梨 達郎 血液内科・総合診療科 他申請中 

以上 2021年 4月現在 


