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プログラムの名称 

    島田市立総合医療センター臨床研修プログラム 

 

研修プログラムの特色 

    将来の進路に関わらず、その基礎となるプライマリーケアに必要な診療体系、患者を含めた人間

関係、思考過程の主体化を目指すプログラムである。 

    高度の専門科をも志向することができる幅広い研修を行うことができる。 

 

臨床研修の理念 

  将来専門とする分野に関わらず、救急を含む基本的な診療能力（態度、知識、技能）を身につけ

る。 

 

プログラム責任者 

    第一診療部長兼腎臓内科部長  野垣 文昭 

 

研修期間 

  ２年 

 

研修スケジュール 

研修期間  

１年目  

必 修 病院で定めた必修 

内科 外科 救急科 卒中 麻酔科 

２４週以上 ８週 ４週 ４週 ８週 

一般外来（必修）  0.5日/週  

← 救急科（日・当直（副直）による研修） → 

   ・年度当初のオリエンテーションの１週は１年目の内科研修の２４週以上の中に含める。 

・履修順序は研修医により異なる。 

・一般外来は、１年目内科２４週＋２年目内科４週の間に週 0.5日の研修を行う。 

・研修医は副主治医として、時間外は副当直医として診療。 

 

２年目 

必 修 自由選択 

内科 小児科 地域医療 精神科 産婦人科  

４週 ５週以上 ４週 ４週 ４週 ３１週以内 

一般外来（必修）  

← 救急科（日・当直（副直）による研修） → 

  ・履修順序は研修医により異なる。 

  ・内科における研修医は原則主治医として診療。 
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①１年目研修スケジュール（パターン例）】 

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

A 循内 循内 救急 外科 外科 内科 内科 消内 消内 卒中 麻酔 麻酔 

B 内科 循内 循内 救急 麻酔 麻酔 外科 外科 消内 消内 卒中 内科 

C 卒中 内科 循内 循内 救急 内科 麻酔 麻酔 外科 外科 消内 消内 

D 消内 消内 内科 循内 循内 救急 外科 外科 麻酔 麻酔 内科 卒中 

E 外科 消内 消内 卒中 内科 外科 救急 麻酔 麻酔 内科 循内 循内 

F 外科 外科 消内 消内 卒中 循内 循内 救急 内科 麻酔 麻酔 内科 

G 麻酔 麻酔 内科 消内 消内 卒中 循内 循内 内科 外科 外科 救急 

H 内科 麻酔 麻酔 外科 消内 消内 卒中 循内 循内 救急 内科 外科 

I 内科 卒中 外科 麻酔 麻酔 消内 消内 内科 循内 循内 救急 外科 

J 循内 循内 救急 外科 外科 内科 内科 消内 消内 卒中 麻酔 麻酔 

 

②２年目研修スケジュール（パターン例） 

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

A 内科 精神 小児 小児 選択 選択 地域 選択 選択 産婦 選択 選択 

B 選択 内科 精神 小児 小児 選択 選択 地域 選択 選択 産婦 選択 

C 内科 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 選択 地域 選択 選択 選択 

D 選択 内科 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 選択 地域 選択 選択 

E 内科 選択 選択 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 選択 地域 選択 

F 選択 地域 選択 内科 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 選択 選択 

G 内科 選択 地域 選択 選択 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 選択 

H 選択 内科 選択 地域 選択 選択 産婦 選択 精神 小児 小児 選択 

I 小児 小児 選択 内科 地域 選択 選択 産婦 選択 精神 選択 選択 

J 選択 小児 小児 選択 内科 地域 選択 選択 産婦 選択 精神 選択 

 

※ 循内：循環器内科／消内：消化器内科／救急：救急科／麻酔：麻酔科／卒中：脳卒中科 

  小児：小児科／地域：地域医療／産婦：産婦人科／精神：精神科／選択：自由選択 

外科・・・外科／脳神経外科／泌尿器科／呼吸器外科の中から選択する。 

内科・・・糖尿病･内分泌内科／腎臓内科／呼吸器内科／腎臓内科＋血液内科又は漢方内科の併

科の中から選択する。 

※ 上記パターン以外にも制約内で他のスケジュール可能 
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臨床研修協力病院 

 

静岡県立こころの医療センター 

清水駿府病院 

焼津市立総合病院 

中東遠総合医療センター 

藤枝市立総合病院 

静岡県立こども病院 

浜松医科大学医学部附属病院 

 

臨床研修協力施設 

 

高木医院 

レシャード医院 

おくだクリニック 

沖縄県立八重山病院 

本川根診療所 

静岡県中部健康福祉センター（中部保健所） 

静岡県赤十字血液センター 

 

研修医の処遇 

(ⅰ)  常勤又は非常勤の別     

常勤医師 

(ii) 研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項 

   二年次  報酬（基本給、診療手当）460,000円  賞与  1,000,000円 

           ※その他当直手当、副直時を除く当直時の実働時間外手当等 

        勤務時間 一日 7時間 45分（8:30～17:15）一週間 38時間 45分 

    年次有給休暇 １年次 15日・２年次 20日 

その他休暇 

病気休暇  負傷や疾病の療養が必要な場合（診断書提出） 

特別休暇  結婚       ５日以内 

         産前、産後    いずれも８週間以内 

妻の出産     ２日以内 

夏季       ６月から 10月までの期間内で５日間 

その他      当院の規定による 

    福利厚生    

被服貸与  白衣は年１回（７月に上下２着）、新規採用時上下２着 

   親和会   病院の全職員の相互の親睦を図るため各種事業を実施 

     院内保育所 病院に勤務する職員を対象、定員 50名 
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(iii) 時間外勤務及び当直に関する事項 

    時間外勤務  所属長の命令に基づき実施 

当直          月 4回程度実施 

(iv) 研修医のための宿舎及び病院内の個室の有無 

宿舎  有  (単身用 14戸、自己負担金 11,500円＋光熱水費) 

病院内の個室 初期研修医用として 1室 

(v) 社会保険・労働保険（公的医療保険、公的年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険）に 

関する事項 

    静岡県市町村職員共済組合・共済年金・公災保険 

(vi) 健康管理に関する事項 

年 1回定期健康診断実施 

 (胸部レントゲン検査、血液・尿検査、心電図測定など) 

健診時に抗体検査、必要に応じＢ型肝炎、麻疹、水痘、風疹のワクチン接種 

(vii) 医師賠償責任保健に関する事項   

    任意（個人加入） ※ 病院賠償責任保険(包括) 

(viii) 外部の研修活動に関する事項（学会、研究会等への参加の可否及び費用負担の有無） 

学会、研修会参加等の参加費支給  有(出張旅費 20万円／年) 

    ＢＬＳ、ＡＣＬＳ、ＩＣＬＳ講習受講費支給 有 

(ix) その他 

臨床研修期間中のアルバイト診療は厳禁 

 

研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 

① 募集人員  10人 

② 募集方法  マッチング利用 

③ 応募資格  令和 5年 2月に実施する医師国家試験を受験する者 

④ 募集時期  マッチング日程により決定 定員に満たない場合は再募集する 

⑤ 選考方法  面接 

⑥ 採用・研修開始時期  令和 5年 4月 


