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Ⅰ. 理念・使命・特性【整備基準 １～３】 

 

 １. 理念【整備基準 １】 

 （１）本プログラムは、鹿児島保健医療圏の中心的急性期病院の一つで、地域医療支援病院であ 

    る独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター(以下鹿児島医療センター)を基幹施設と 

      し、その他の連携施設・特別連携施設とで日本内科学会の内科専門医の受験資格を習得でき 

      きる内科専門医研修・育成のためのプログラムである。内科専門医として総合的な診療能力 

      を獲得するとともに、地域の医療事情に合わせ、健康に関わる諸問題について適切に対応す 

      る実践的な医療を行うことの出来る医師を育成する。これによって、内科専門医の質の向上 

      を図り、以て地域住民の健康・福祉に貢献する。 

 

（２）初期臨床研修を修了した内科専攻医は、本プログラムの内科専門研修施設群での 3年間（  

      基幹施設 2年間以下 + 連携・特別連携施設 1年間以上で合計 3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 

   とを修得する。 

      内科領域全般の診療能力とは、臓器別のどの内科系 Subspecialty 分野の専門医にも共通して 

      て求められる基礎的な診療能力をいう。また、知識や技能に偏らず、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あ 

      る。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 

   景に配慮する経験が加わることに特徴がある。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 

   することを可能とする。 

 

 ２. 使命【整備基準 ２】 

（１）鹿児島保健医療圏に限らず、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 

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う。 

 

（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、絶えざる自己研鑽を重ねて自らの診療能力をより高めることを 

通じ、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全人的 

医療を提供してサポートできる医師を育成する。 

 

（３）疾病の予防から治療に至る保健・医療・介護・福祉活動を通じて地域住民の健康に積極的 
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に貢献できる研修を行う。 

 

（４）将来の医療の発展のためにリサーチマインドを持ち、臨床研究や基礎研究を実際に行う契 

機となる研修を行う。 

  

 ３. 特性 

（１）鹿児島保健医療圏の中心的な急性期病院であり、鹿児島県指定の地域医療支援病院である鹿 

児島医療センターを基幹施設として、別項に記載した連携施設・特別連携施設が協力して研 

修プログラムを組み、内科専門医を育て、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 

るように訓練する。研修期間は基幹施設 2年以下、連携施設・特別連携施設 1年以上で合計

３年間とする。研修病院のローテーションについては、前述の条件と後述４）、５）、６） 

の項に規定された疾患の研修ができることを条件に、研修開始時までに専攻医の希望と受け 

入れ先の条件を勘案して、専攻医の希望を生かせるように、予定の仮プログラムを編成す 

る。この際に関連施設の病院間の移動は 3ヶ月以上を単位とする。鹿児島医療センターにお 

いて症例数の少ない疾患領域については、関連施設で十分な経験ができるように配慮する。 

 

（２）本プログラムの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、可能な限り入院から退院（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、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する。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する。  

 

（３）基幹施設である鹿児島医療センターは、鹿児島医療圏の中心的な急性期病院であると、とも 

に、地域の病診・病病連携の中核である。一方で、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 

診連携も経験できる。 

 

（４）研修開始後の 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(ジェイ・オスラー)」に登録できる。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る（別表 「鹿児島医療センター疾患群症例病歴要約到達目標」参 

照）。 

 

（５）鹿児島医療センター内科専門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 



5 

 

しているかを経験するために、専門研修 2年目以降の 1年間以上、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り、内科専門医に求められる役割を実践する。 

 

（６）基幹施設である鹿児島医療センターの内科専門研修施設群での専攻医 3年修了時で、「研修 

手帳（疾患群項表）」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、「J-OSLER」に登録できる。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する（P .23 別表 「鹿児島医療センタ 

ー疾患群症例病歴要約到達目標」参照）。 

 

 ４. 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ある。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 

 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、国民の信頼を獲得できる内科医をめざす。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 

 内科専門医を育てる。鹿児島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する。そして、鹿児島医療圏に限定せず、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 

  とを目指す。具体的には、以下の 7つの資質・能力である。 

  １） 包括的統合アプローチ 

  ２） 一般的な健康問題に対する診療能力 

  ３） 患者中心の医療・ケア 

  ４） 連携重視のマネジメント 

  ５） 地域包括ケアを含む地域志向アプローチ 

  ６） 公益に資する職業規範 

  ７） 多様な診療の場に対応する能力 

      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、本プログラムの特徴である。 
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Ⅱ. 募集専攻医(内科)数【整備基準 ２７】 

    下記１）～７）により、本プログラムで募集可能な内科専攻医数は 1学年 5名以内とする。 

 （１）【2017年度及び 2018年度（4～12月入院患者数より推定）診療実績】 

診療科 2017年度入院患者実数 2017年度外来延患者数 2018年度入院患者数見込み 

循環器内科 2,716 30,772 2,421 

糖尿病・内分泌内科 228 3,511 166 

血液内科 527 15,576 516 

消化器内科 435 4,731 552 

脳・血管内科 617 10,652 577 

腫瘍内科 264 5,712 338 

救急科 0 538 0 

腎臓内科 0 0 34 

（２）当医療センターでは、神経（脳血管胃疾患以外）膠原病（リウマチ）、呼吸器（市中肺炎 

以外）、アレルギー領域の入院患者は少ないが、神経（脳血管疾患以外）領域は鹿児島大 

学病院(以下、大学病院)、鹿児島市立病院(以下、市立病院)、公益社団法人共済会南風病 

院(以下、南風病院)、公益社団法人慈愛会今村総合病院(以下、今村総合病院)、と連携す 

る一方で自施設の脳血管内科での症例経験も可能。循環器領域は、自施設での症例経験も 

可能だが、出水総合医療センター（以下、出水医療）や、国立病院機構指宿医療センター 

(以下、指宿医療)や霧島市立医師会医療センター(以下、霧島医療)での症例経験も可能。 

消化器領域は自施設で症例経験可能だが、鹿児島厚生連病院（以下、厚生連病院）や霧島 

市立医師会医療センター(以下、霧島医療)や指宿医療での症例経験も可能。腎臓領域は、 

自施設で症例経験可能だが、一般財団法人平成紫川会小倉記念病院（以下、小倉記念病 

院）や、今村総合病院での症例経験も可能。膠原病（リウマチ）領域は大学病院、市立病 

院、鹿児島赤十字病院(以下、日赤病院)、株式会社麻生飯塚病院(以下、飯塚病院)での症 

例経験も可能。血液領域、代謝領域は、自施設で症例経験可能だが、今村総合病院での症 

例経験も可能。アレルギー領域は大学病院、今村総合病院、市立病院と連携あるいは自施 

設の皮膚腫瘍科や耳鼻咽喉科での症例経験が可能。市中肺炎以外の呼吸器領域の疾患は大 

学病院、市立病院、南風病院および飯塚病院との連携、内分泌領域については甲状腺疾患 

を中心に当院における外来診療で数多く経験することができる。感染症領域は、大学病 

院、今村総合病院、指宿医療での症例経験が可能。また、救急領域の中毒については市立 

病院、飯塚病院との連携、総合内科Ⅰ～Ⅲは、当院のほか、ナカノ在宅医療クリニック(以 

下、ナカノクリニック)、五反田内科クリニック(以下、五反田内科)、市立病院、今村総合 

病院および飯塚病院、東京ベイ・浦安市川医療センター(以下、東京ベイ)との連携を行う 

ことによって、十分な症例を経験可能なプログラムを組むことができる。 
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（３）13の全領域について、専門医・指導医が少なくとも 1名以上在籍している（別表「鹿児島

医療センター内科専門研修施設群」参照）。 

 

（４）1学年 3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ある。 

また、剖検症例数は、2015年 2例、2016年 2例、2017年 6例であり、平均 3.7例であっ

た。（５）3年間で研修する連携施設・特別連携施設には、高次機能・専門病院 1施設、地

域基幹病 

院 9施設、へき地診療所 1施設、在宅診療専門診療所 1施設の計 12施設あり、専攻医のさ 

まざまな希望・将来像に対応可能である。 

 

（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症例以上の診療経験は達成可能である。 

 

Ⅲ. 専門知識・専門技能とは【整備基準 ４, ５】 

（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」、「膠原病および類縁患」、「感染症」、な 

らびに「救急」で構成される。「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）とする。 

（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る。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ない。 

 

５. 専門知識・専門技能の習得計画【整備基準 ８～１０, １３～１５, ４１】 

（１）到達目標【整備基準 ８～１０】（P.23別表「鹿児島医療センター疾患群症例病歴要到達 

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する。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ので、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する。 
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  ☛ 専門研修（専攻医）1年 

  患者の情報を過不足なく明確に指導医や関連職種に報告し、健康問題を迅速かつ正確 

に同定することが出来るようになる。 

  【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、「J-OSLER」にその研修内容を登録する。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る。 

  【病歴要約】専門研修修了に必要な病歴要約を 10症例以上記載して「J-OSLER」に登録 

   する。 

  【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る。 

  【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 

   クを行う。 

 ☛ 専門研修（専攻医）2年 

   診断や治療プロセスが標準的で、患者を取り巻く背景も安定しているような、比較的 

    単純な健康問題に対して適確なマネジメントが出来るようになる。 

          【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、「J-OSLER」にその研修内容を登録する。 

  【病歴要約】専門研修修了に必要な病歴要約をすべて記載して「J-OSLER」への登録を終 

   了する。 

    【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る。 

         【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う。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 

   バックする。 

 ☛ 専門研修（専攻医）3年 

 多疾患合併で診断や治療プロセスに困難さがあったり、患者を取り巻く背景も疾患に 

影響したりしているような複雑な健康問題に対して、適確なマネジメントが出来るよ 

うになる。 

 【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、200症例 

   以上を経験することを目標とする。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 

            る。）を経験し、登録する。専攻医として適切な経験と知識の修得ができたこと 

   を指導医が確認する。 
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    【病歴要約】既に専門研修 2年次までに登録を終えた病歴要約は、日本内科学会内科専 

    門医ボードによる査読を受け、査読者の評価により、形成的により良いものへ 

                        改訂する。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がある。 

    【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る。 

 【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う。専門研修 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す 

                       る。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 

                       る。 

  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する。「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する。鹿児島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年間以下・別連携施設 1年間以上）とす 

 するが、修得が不十分な場合、修得できるまで研修期間を延長する。一方でカリキュラム 

 の知識、技術・技能を修得したと認められた専攻医には積極的に Subspecialty 領域専門医 

 取得に向けた知識、技術・技能研修を開始できるようにする。 

 

 （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 

     よって獲得される。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する[下記１）～６）参照]。この過程によっ 

         て専門医に必要な 知識、技術・技能を修得する。代表的なものについては病歴要約や症例 

         報告を記載する。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する。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する。 

  １） 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する。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する。 

        ２）定期的（毎週 2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 
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       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 

       る。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る。 

        ３）総合内科外来（初診を含む）と Subspecialty 診療科外来（初診を含む）を少なくて 

          も週 1回、1年以上担当医として経験を積む。 

４）救急センターの内科外来（平日、夜間、休日）で内科領域の救急診療の経験を積 

     む。 

５） 当直医として病棟急変などの経験を積む。 

 ６） 必要に応じて、Subspecialty 診療科の検査を担当する。 

 

 （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、以下の方法で研鑽す 

る。 

        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 2018年度実績 8回） 

   ※ 内科専攻医は年に 2回以上受講する。 

      ３） CPC（基幹施設 2018年度実績 4回） 

  ４） 研修施設群合同カンファレンス（2020 年度：年 1回開催予定） 

  ５） 地域参加型のカンファレンス（基幹施設：内科症例カンファレンス、集談会、 

          キャンサーボード、救急合同カンファレンス、鹿児島県内科医会、鹿児島市内科医 

          会：2018 年度実績 30 回以上） 

       ６） JMECC受講：これまで鹿児島医療センターでの実施経験はないが、連携施設と協力 

                して、自院での講習を実施する方針。 

                 

       ※ 専攻医は必ず専門研修 1年時に 1回受講する。 

      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（経験は少数例だが、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）、（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 
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関す到達レベルを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 

している。（「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、以下の方法で学習する。 

 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】 

   「J-OSLER」を用いて、以下を web ベースで日時を含めて記録する。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する。指導医はその内容を評価し、合格準に達したと判断した場 

      合に承認を行う。専攻医による逆評価を入力して記録する。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内科専門医ボードによるピアレビュ 

      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う。専 

      攻医は学会発表や論文発表の記録をシステムに登録する。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する。 

 

 ６. 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】 

  鹿児島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 .21「鹿児島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、基幹施設である鹿児島医療センター管理課医師研修係が把握し、定期的 

 に E-mail などで専攻医に周知し、出席を促す。 

 ７. 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 

ゆく姿勢をいう。この能力は自己研鑽を生涯にわたってゆく際に不可欠である。鹿児島医療セン 

ター内科専門研修施設群は基幹施設、連携施設、特別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する。併せて、 
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    初期研修医あるいは医学部学生の指導を行う。 

（６） 後輩専攻医の指導を行う。 

（７） 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う。 

 

 ８. 学術活動に関する研修計画【整備基準 １２】 

 鹿児島医療センター内科専門研修施設群は基幹病院、連携病院、特別連携病院のいずれにおい

 ても、 

 （１） 内科系の学術集会や企画に年 2回以上参加する（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・講習会を推奨する。 

 （２） 経験症例についての文献検索を行い、症例報告を行う。 

 （３） 臨床的疑問を抽出して臨床研究を行う。 

 （４） 内科学に通じる基礎研究を行う。 

 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する。 

       内科専攻医は学会発表あるいは論文発表は筆頭者 2件以上行う。なお、能力のある専攻医が社会 

        人大学院などを希望する場合にはできる範囲内で進学を推奨するが、鹿児島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する。 

 

 ９. 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ある。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ある。その中で共通・中 核 

となる、コア・コンピテンシーは倫理観・社会性である。鹿児島医療センター内科専門研修施設群 

は基幹施設、連携施設、特別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る。プログラム全体と各施設のカンファ 

レンスについては、基幹施設である鹿児島医療センター管理課医師研修係が把握し、定期的に E-m 

ail などで専攻医に周知し、出席を促す。 

  内科専門医として高い倫理観と社会性を獲得する。 

 （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） 
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 （８） 地域医療保健活動への参画 

 （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る。 

 １０. 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ある。鹿児島医療センター 

 は、鹿児島保健医療圏の中心的な急性期病院であるとともに、地域の病 診・病病連携の中核 

 である。一方で、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る。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る。 

 本プログラムの研修施設群は、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・専門病院である大学病院、地域基幹病院で ある指宿医療、霧島 

 医療、出水医療、市立病院、日赤病院、厚生連病院、南風病院、今村総合病院、飯塚病院、小 

 倉記念病院、東京ベイおよび特別連携施設として、在宅診療専門のナカノクリニックおよび五 

 反田内科で構成する（P .23「鹿児島医療センター内科専門研修施設群」参照）。 

鹿児島医療センター内科専門研修施設群は、鹿児島保健医療圏、南薩医療圏、姶良・伊佐保健 

医療圏、出水医療圏および福岡県の飯塚医療圏北九州医療圏及び、千葉県の東葛南部医療圏で 

構成している。鹿児島県内で最も遠い出水医療や福岡県の飯塚病院と小倉記念病院、また千葉 

県の東京ベイでも、連携体制は充分に構築されており支障をきたす可能性は極めて低い。 

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る。地域基幹病院 

では、鹿児島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、臨床研究や症例報告などの学術活動の素養を積 

み重ねる。特別連携施設では、地域に根ざした医療、地域包括ケア、在宅医療などを中心とし 

た診療経験 を研修する。特別連携施設である、ナカノクリニックおよび五反田内科での研修 

は、専攻医の選択研修とするが、積極的に選択を推奨し、へき地医療や在宅医療の領域で内科 

医に求められる診療経験と技量の習得を図る。これら施設での研修医においても鹿児島医療セ 

ンターのプログラム管理委員会と研修委員会とが管理と指導の責任を負う。鹿児島医療セン 

ターの担当指導医が、それらの診療所の上級医とともに、専攻医の研修指導にあたり、指導の 

質を保つ。 

 

 １１. 地域医療に関する研修計画【整備基準 ２８, ２９】 
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 鹿児島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る。鹿児島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る。 

 

 １２. 内科専攻医研修（モデル）【整備基準 １６】 

【P21参照 鹿児島医療センター内科専門研修プログラム（概念図）】 

  基幹施設である鹿児島医療センター内科で、専門研修１年目を行う。 

  専攻医 1年目の秋に専攻医の希望・将来像、研修達成度を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、その後の研修内容、研修施設を調整し決定する。連携施 

  設、特別連携施設での研修を行う場合にはその連携施設との調整を必要とするので、協議が必 

     要である。なお、2 年目の秋に、専攻医の希望、研修達成度等を勘案し、3年目の研修の内容の 

     変更を可能とする。この際に 3年目の Subspecialty 研修についても考慮する（個々人により異 

     なる）。Subspecialty 研修は、原則として関連施設である大学病院、指宿医療、霧島医療、市立 

     病院、日赤病院、厚生連病院、南風病院、今村総合病院、出水総合、飯塚病院、小倉記念病 

     院、東京ベイのいずれかの内科系診療科で研修を行うことも可能である。 

 

 １３. 専攻医の評価時期と方法【整備基準 １７, １９～２２, ４２，４４, ４５, ５３】 

    （１） 鹿児島医療センター管理課医師研修係の役割 

   ・管理課医師研修係は、鹿児島医療センター内科専門研修管理委員会の事務局を行う。 

    ・本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「J-OSLE 

            R」の研修手帳 Web 版を基にカテゴリー別の充足状況を確認する。 

         ・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  

           跡する。 

         ・年に複数回（原則として 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 

           う。その結果は「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す。 
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        ・管理課医師研修係は、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（原則として 8月と 2月、必要に応じて臨時に）行う。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、評価する。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する。評価は無記 

          名方式で、管理課医師研修係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回 

          答を依頼し、その回答は担当指導医が取りまとめ、「J-OSLER」に登録する（他職種はシス 

          テムにアクセスしない）。その結果は「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う。 

   ・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）に対応する。 

 （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）が鹿児島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る。 

        ・専攻医は web にて「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する。この作業は日常臨床業 

          務での経験に応じて順次行う。 

       ・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する。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。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する。それぞれの年次で登録された内容はその都度、担 

         当指導医が評価・承認する。 

     ・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 

         症例登録の評価や管理課医師研修係からの報告などにより研修の進捗状況を把握する。 

    ・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・相談する。 

         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する。 

       ・担当指導医は Subspecialty 上級医と協議し、知識、技能の評価を行う。 

・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、「J- 

 OSLER」に登録する。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る。 

・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）されるように改訂する。 

  これによって病歴記載能力を形成的に深化させる。 
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（３）評価の責任者である担当指導医は、年度ごとに評価を行い、基幹施設あるいは連携施設の 

内科研修委員会で検討する。その結果を年度ごとに鹿児島医療センター内科専門研修管理委員 

会で検討し、統括責任者が承認する。 

 

 

 （４）修了判定基準【整備基準 ５３】 

  １） 担当指導医は、「J-OSLER」を用いて研修内容を評価し、以下①～⑥の修了を確認 

       する。 

      ① 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る）を経験することを目 

                      標とする。その研修内容を「J-OSLER」に登録する。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る）を経験し、登録済み（P. 23別表「鹿児島医療セ 

                      ンター疾患群症例病歴要約到達目標」参照）。 

     ② 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） 

③ 所定の 2編の学会発表または論文発表 

④ JMECC 受講 

⑤ プログラムで定める講習会受講 

⑥ 「J-OSLER」を用い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） 鹿児島医療センター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か月前に鹿児島医療センタ 

     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 

     う。 

 （５）プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備【整備基準４６，４７】 

  「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、「J-OSLER」を用いる。なお、「内科専 

        攻医研修マニュアル」【整備基準４４】と「指導者マニュアル」【整備基準 ４５】と別 

        に示す。 

 

 １４.  専門研修管理委員会の運営計画【整備基準 ３４, ３５, ３７～３９】 

 （P24 「鹿児島医療センター内科専門研修プログラム管理委員会」参照） 

 （１）鹿児島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 

  １） 鹿児島医療センター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 



17 

 

       に設置されている研修委員会との連携を図る。内科専門研修プログラム管理委員会 

                    は、統括責任者（循環器内科部長）、プログラム管理者（糖尿病・内分泌内科部  

                    長）（ともに総合内科専門医）、事務局代表者、内科 Subspecialty 分野の研修指導 

                    責任者（診療科部長、医長あるいは科長）、事務補助者および連携施設担当委員で 

          構成される。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 

          鹿児島医療センター内科専門研修管理委員会の事務局は、鹿児島医療センター管理 

                    課医師研修係とする。 

  ２） 鹿児島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 

     修委員会を設置する。委員長１名（指導医）は、各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 

       催する鹿児島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する。 

 

 （２）基幹施設、連携施設ともに、毎年 4月 30日までに、鹿児島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う。 

  １）①病院病床数、②内科病床数、③内科診療科数、④１か月あたり内科外来患者数、 

      ⑤１か月あたり内科入院患者数、⑥剖検数 

  ２） 前年度の学術活動 

    ①学会発表、②論文発表 

  ３）施設状況 

    ①施設区分、②指導可能領域、③内科カンファレンス、 

    ④他科との合同カンファレンス、⑤抄読会、⑥机、⑦図書館、 

    ⑧文献検索システム、⑨医療安全・感染対策・医療倫理に関する研修会、 

    ⑩JMECC の開催。 

  ４） Subspecialty 領域の専門医数 

    日本消化器病学会専門医数、日本循環器学会専門医数、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、日本血液学会専門医数、日本 

    神経学会専門医数、日本救急医学会専門医数、日本リウマチ学会専門医数、日本呼 

    吸器学会専門医数、日本アレルギー学会専門医数、日本感染症学会専門医数 

 

 １５. 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）を活用する。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する。指導者研修（FD）の実施記録として、「J- 

 OSLER」を用いる。 

 

 １６. 専攻医の就業環境の整備機能（労務管理）【整備基準 ４０】 
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  労働基準法や医療法を順守することを原則とする。専門研修（専攻医）は基幹施設である鹿児 

  島医療センターの就業環境、または連携施設もしくは特別連携施設の就業環境に基づき、就業 

  する（P. 23「鹿児島医療センター内科専門研修施設群」参照）。 

  ☛ 基幹施設である鹿児島医療センターの整備状況 

   ・研修に必要な図書室とインターネット環境がある。 

   ・鹿児島医療センター常勤医師として労務環境が保障される。 

   ・メンタルストレスに適切に対処する部署（管理課医師研修係）がある。 

   ・ハラスメント委員会が整備されている。 

   ・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る。 

   ・院内保育所があり、利用可能である。 

  専門研修施設群の各研修施設の状況については、P.23「鹿児島医療センター内科専門研 

  修施設群」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、その内容は鹿児島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、適切に改善を図る。 

 

 １７.  専攻医の募集および採用の方法【整備基準 52】 

     （１）採用方法 

        鹿児島医療センター内科専門研修プログラム管理委員会は、〇〇月〇〇日より応募を受け付 

               けます。面接を行い、採否を決定します。応募人員は〇人です。応募者への選考結果について 

               は、鹿児島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連絡します。 

 

 １８.  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 

   「J-OSLER」を用いて無記名式逆評価を行う。逆評価は年に複数回行う。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う。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する。また集計結果に基 

   づき、鹿児島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 

   の改善に役立てる。 

 

 （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、鹿児島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「J-OSLER」を用いて、専攻医の逆評価、 

      専攻医の研修状況を把握する。把握した事項については鹿児島医療センター内科専門研修プ 
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      ログラム管理委員会が以下に分類して対応を検討する。 

  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する。 

           ・担当指導医、施設の内科研修委員会、鹿児島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「J-OSLER」を用いて専攻医の研修状 

      況を定期的にモニタし、鹿児島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鹿児島医療センター内科専門研修プログラムを評価する。 

           ・担当指導医、各施設の内科研修委員会、鹿児島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「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る。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、改善に役立てる。 

 

 （３）研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

      鹿児島医療センター管理課医師研修係と鹿児島医療センター内科専門研修プログラム管理委 

      員会は、本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 

      受け入れる。その評価を基に、必要に応じて鹿児島医療センター内科専門研修プログラムの 

      改良を行う。本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する。 

 

 １９.  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 

 「J-OSLER」を用いて本プログラムでの研修内容を遅滞なく登録し、担当指導医が認証する。こ 

 れに基づき、鹿児島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る。他の 

 内科専門研修プログラムから本プログラムへの移動の場合も同様である。他の領域から本プログ 

 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、さらに本プログラム統括責任者が認めた場合に限り、「J-OSLER」への 

 登録を認める。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 
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 定による。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 

 とする。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ある。短時間の非常勤勤務 

 期間などがある場合、按分計算（1日 7.75時間、週 5日を基本単位とします）を行なうことに 

       よって、研修実績に加算することができる。留学期間は、原則として研修期間として認められな 

    い。 

２０.  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ある。鹿児島医療センター 

内科専門研修施設群研修施設は鹿児島県内の医療機関から構成されている。 

 鹿児島医療センターは、鹿児島県鹿児島医療圏の中心的な急性期病院で、当院での研修は、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できる。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る。 

 連携施設・特別連携施設には、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、高度医療、急性期医療、慢性期医療、僻地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、大学病院、指宿医療、霧島医療、出水総合、市立病院、

日赤病院、厚生連病院、南風病院、今村総合病院、飯塚病院、小倉記念病院および東京ベイ、在

宅診療専門のナカノクリニック、五反田内科で構成する。 

 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る。 

  連携施設、特別関連施設では、鹿児島医療センターと異なる環境で、高度医療や地域の第一線 

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する。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る。 

 

２１. 専門研修施設（連携施設・特別連携施設）の選択 

・専攻医１年目と２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、研修内容、研修施設を調整し決定する。 

・連携施設・特別連携施設では１年間以上の研修を行う（P. 21）。専門研修の到達度本人の 

希望、連携施設の都合等により、協議して決定するが、本人の希望が生かされるように調整す 

る。研修達成度によっては Subspecialty 研修も可能である。特別連携施設での僻地医療研修・在宅 

医療研修は専攻医の希望による選択として扱う。 

 

２２.  Subspecialty 領域との並行研修【整備基準 32】 

・専攻医 2年修了時で、本プログラム「P23 鹿児島医療センター疾患群症例病歴要約到達目標」 

の「専攻医 3年修了時経験目標」および「病歴要約提出数」を概ね（3/4以上）達成しており、 

かつ 3年次で余裕を持って Subspecialty 研修を並行して行う能力があると認められた者につい 
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ては、3年次より本プログラムの内科研修と当院あるいは連携施設での Subspecialty 研修を並 

行して行うことが出来る。 

 

２３.  専門研修施設群の地理的範囲【整備基準 ２６】 

 鹿児島医療圏の施設で構成されるが、隣接の南薩、姶良・伊佐医療圏にある施設から構成される 

が、県内では最も遠い出水医療圏の出水総合医療センターや県外では、福岡県飯塚医療圏の飯塚病 

院及び北九州医療圏の小倉記念病院、そして千葉県東葛南部医療圏の東京ベイでも、連携体制は充 

分に構築されており支障をきたす可能性は極めて低い。 

 

鹿児島医療センター内科専門研修施設群 

研修期間：計３年間（基幹施設１年間以上＋連携・特別連携施設１年以上） 

 

  

【鹿児島医療センター内科専門研修プログラム（概念図）】 

＜研修パターン１＞                ＜研修パターン２＞             

   

※ 鹿児島医療センターの内科系診療科は、循環器内科，消化器内科，血液内科，腫瘍内科， 
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脳血管内科，糖尿病・内分泌内科，腎臓内科の 7診療科からなる。 

【各研修施設の概要】 

 

【各内科専門研修施設の内科 13 領域の研修の可能性】 

 

鹿児島医療センター内科専門研修施設群研修施設

各研修施設の概要<平成31年2月現在、剖検数平成29年度

病床数
内科系
診療科数

内科
指導医数

総合内科
専門医数

内科
剖検数

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 基幹施設 410 7 25 17 3.7

公益財団法人慈愛会今村総合病院 連携施設 336 9 19 9 5.3

鹿児島大学病院 連携施設 612 7 74 36 15

鹿児島厚生連病院 連携施設 184 5 3 2 1

鹿児島市立病院 連携施設 568 8 23 14 4

鹿児島赤十字病院 連携施設 210 4 2 1 4

公益社団法人　鹿児島共済会南風病院 連携施設 338 10 5 10 1.7

出水総合医療センター　 連携施設 226 4 3 3 0

独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 連携施設 195 7 5 2 0

霧島市立医師会医療センター 連携施設 250 4 10 3 1

一般社団法人平成紫川会小倉記念病院 連携施設 656 10 12 24 13

株式会社麻生飯塚病院 連携施設 978 7 15 40 17.3

東京ベイ・浦安市川医療センター 連携施設 340 6 14 15 12

ナカノ在宅医療クリニック　 特別連携 1 1 0

五反田内科クリニック　 特別連携 1 1 0

90 212 176 78

施設名

合計

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

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 基幹施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ × × × 〇

公益財団法人慈愛会今村総合病院 連携施設 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鹿児島大学病院 連携施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鹿児島厚生連病院 連携施設 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 × △ × × 〇 △

鹿児島市立病院 連携施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鹿児島赤十字病院 連携施設 〇 × △ × × × △ × × × 〇 △ △

公益社団法人　鹿児島共済会南風病院 連携施設 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇

出水総合医療センター　 連携施設 〇 〇 〇 △ △ 〇 △ △ △ × × △ △

独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 連携施設 〇 〇 〇 × × 〇 × × × × × 〇 〇

霧島市立医師会医療センター 連携施設 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇

一般社団法人平成紫川会小倉記念病院 連携施設 × × × × × 〇 × × × × × × ×

株式会社麻生飯塚病院 連携施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東京ベイ・浦安市川医療センター 連携施設 〇 △ △ 〇 △ 〇 △ × × × × △ 〇

ナカノ在宅医療クリニック　 特別連携 〇 × × × × × × × × × × × ×

五反田内科クリニック　 特別連携 〇 △ △ × × × × × × × × × ×

各研修施設での内科１３領域における診療経験の研修可能性を３段階（〇，△，×）に評価しました。<〇；研修できる，△；時に経験できる，×；ほとんど経験できない>

施設名
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別表　鹿児島医療センター疾患群症例病歴要約達成目標

内科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について

内容
専攻医３年修了時ｶﾘｷｭ

ﾗﾑに示す疾患群

専攻医３年終了時修了

要件

専攻医２年終了時

経験目標

専攻医１年終了

時経験目標

※５

病歴要約提出数

総合内科Ⅰ（一般） １ １※２ 1

総合内科Ⅱ（高齢者） １ １※２ 1

総合内科Ⅲ（腫瘍） １ １※２ 1

消化器 ９ ５以上※１※２ 5以上※１ ３※１

循環器 １０ ５以上※２ 5以上 ３

内分泌 ４ ２以上※２ ２以上

代謝 ５ ３以上※２ ３以上

分野 腎臓 ７ ４以上※２ ４以上 ２

呼吸器 ８ ４以上※２ ４以上 ３

血液 ３ ２以上※２ ２以上 ２

神経 ９ ５以上※２ ５以上 ２

アレルギー ２ １以上※２ １以上 １

膠原病 ２ １以上※２ １以上 １

感染症 ４ ２以上※２ ２以上 ２

救急 ４ ４※２ 4 ２

外科紹介例 ２

剖検症例 １

合計　＊５ 70疾患群
５６疾患群

（任意選択含む）
４５疾病群

（任意選択含む）
２０疾病群

２９症例
（外来は最大７）※

３

症例数＊５
２００以上

（外来は最大20）

１６０以上
（外来は最大16） １２０以上 ６０以上

※１ 消化器分野では「疾病群」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 修了用件に示した分野の合計は41疾患群だが、他に異なる15疾病群の経験を加えて、合計56疾患群以上を経験する。

※３ 外来症例による病歴要約の提出を７例まで認める。（全て異なる疾病群での提出が必要）

※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

（最大８０症例を上限とすること。病歴要約への適用については最大１４症例を上限とすること。）

３※４

２
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鹿児島医療センター内科専門研修プログラム管理委員会 

（令和 2年 5月現在） 

 

【鹿児島医療センター】 

薗田 正浩（委員長、統括責任者） 

郡山 暢之（プログラム管理者、内分泌・代謝分野責任者） 

髙﨑 州亜（循環器・呼吸器分野責任者） 

大塚 眞紀（血液・膠原病分野責任者） 

櫻井 一宏（消化器分野責任者） 

松岡 秀樹（神経分野責任者） 

田中 秀樹（救急・感染症分野責任者） 

古庄 正英（腎臓・アレルギー分野責任者） 

緒方 創（事務局代表、管理課医師研修係） 

野口 あずさ（事務補助者） 

 

【連携施設担当委員】 

公益財団法人慈愛会今村総合病院 宇都宮 與 

鹿児島大学病院  大石 充  

鹿児島厚生連病院 平峯 靖也 

鹿児島市立病院  池田 賢一  

鹿児島赤十字病院 大坪 秀雄      

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 新原 亨 

出水総合医療センター 藤田 浩 

独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 鹿島 克郎 

霧島市立医師会医療センター 長谷川 将 

一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 米澤 昭仁 

株式会社麻生飯塚病院 井村 洋 

東京ベイ・浦安市川医療センター 平岡 栄治 

【オブザーバー】 

内科専攻医代表 若干名 

 



1) 専門研修基幹施設

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター

【整備基準23】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

１）専攻医の環境 ・ 施設内に研修に必要な図書やインターネットの環境が整備されています。

・ 適切な労務環境（期間職員）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整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室等が配慮されています。

・ 敷地内に保育施設があり、利用可能です。

【整備基準23】 ・ 指導医が２４ 名在籍しています。

２）専門研修プログラムの環境 ・ プログラム管理委員会；2019年度中に準備委員会から移行し基幹施設，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研修委員会を2019年度中に設置します。

・ 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催して、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受講の機会を与え、専攻医に受講を義務付け、そのための

余裕を与えます。

・ 日本専門医機構による施設実地調査に対応可能です。

・ 特別連携施設の専門研修では、電話や週1回程度の鹿児島医療センターでの面談・カンファレンスに

より指導医がその施設での研修指導を行います。

【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10分野以上で定常的に専門研修が可能な症例数を診療し

３）診療経験の環境 ています。

・ 70疾患群のうち35以上の疾患群について研修できます。

・ 専門研修に必要な剖検(3年間平均3.7体)を適切に行っています。

【整備基準23】 ・ 臨床研究が可能な図書室が整備されています。

４）学術活動の環境 ・ 倫理委員会が設置されています。

・ 臨床研究部や治験管理室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演題の学会発表をしています。

指導責任者 薗田　正浩 循環器内科部長

【内科専攻医へのメッセージ】

鹿児島医療センターは、鹿児島保健医療圏の急性期病院であり、多医療圏の医療機関と連携し、内

科専門研修を行います。最善の全人的医療を提供できる内科専門医を目指せるようサポートします。

指導医数 日本内科学会指導医24人 日本内分泌学会専門医3人

（常勤医） 日本内科学会総合内科専門医　21人 日本血液内科学会専門医　3人

日本消化器学会専門医 2人 日本神経内科専門医2人

日本糖尿病学会専門医　3人

外来・入院患者数 外来患者416.8人（1日平均） 入院患者316.8人（１日平均）

病床 410床

経験できる疾患群 ・ 研修手帳にある、13分野中10分野にて経験ができ、連携・特別連携施設を含めて、幅広く経験ができ

ます。



独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター

経験できる技術・技能 技術・技能評価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。

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 日本内科学会育関連施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設

日本糖尿病学会認定教育施設 日本緩和医療学会認定研修施設

（内科系） 日本内分泌学会認定教育施設 日本心血管インターベンション治療学会研修施設

日本高血圧学会認定施設 日本超音波医認定超音波専門医研修施設

日本心電図学会認定施設 日本臨床腫瘍学会認定施設

日本血液学会血液研修施設 日本消化管学会指導施設

日本がん治療認定機構　研修施設 日本脳卒中学会研修教育病院

日本消化器内視鏡学会指導施設 など

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

公益財団法人慈愛会今村総合病院　

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 敷地内に院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が19 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、

３）診療経験の環境 神経、アレルギー、膠原病、感染症、及び救急の分野で非常的に専門研修が可能な症例数を診療

しています。

【整備基準24】 ・ 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（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 宇都宮　與 血液内科　名誉院長

【内科専攻医へのメッセージ】

鹿児島保健医療圏の中心的な急性期病院でうり、必要に応じた可塑性のある、地域医療にも貢献

できる内科専門医を目指せるよう指導支援します。当担当医として、入院から退院まで経時的に、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

門医を目指せるようサポートします。

指導医数 日本内科学会　専門医１0名 日本血液学会血液専門医6名

（常勤医） 日本消化器学会消化器専門医3名 日本神経学会神経内科専門医4名

日本循環器学会循環器専門医1名 日本老年医学会老年専門医2名

日本腎臓学会腎臓専門医1名

外来・入院患者数 外来患者13,320名（1月平均） 入院患者9,255名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会認定制度教育関連施設 日本腎臓学会研修施設

（内科系） 日本透析医学会認定施設 日本消化器内視鏡学会指導施設

日本消化器学会認定施設 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

日本血液学会血液研修施設 など

日本神経内科学会教育関連施設

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

鹿児島大学病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

１）専攻医の環境 ・ 施設内に研修に必要な図書やインターネットの環境が整備されています。

・ 鹿児島医療センター専攻医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整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室等が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が74 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ カリキュラムに示す内科領域13分野のうち消化器、循環器、内分泌、代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経、

３）診療経験の環境 膠原病の分野で定常的に専門研修が可能な症例を診療しています。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計24演題（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 大石　充 循環器センター 心臓血管内科教授

【内科専攻医へのメッセージ】

鹿児島大学病院は鹿児島市の南にあり、桜島を見下ろす桜ケ丘という丘陵地に位置しています。ヘリ

コプター受入可能な救急医療部を始め、内科、外科、歯科など、17の診療センターと32の診療科を有

する病院です。多施設との連携を組んでおり、研修を行える幅広いニーズに対応しています。

指導医数 日本内科学会　認定内科医71名 糖尿病学会6名

（常勤医） 日本内科学会　総合内科専門医36名 呼吸器学会10名

感染症学会2名 血液学会7名

消化器病学会14名 血液学会7名

肝臓学会12名・ 神経学会15名

循環器学会19名 アレルギー学会3名

内分泌学会5名 リウマチ学会2名

腎臓学会1名 老年学会1名

外来・入院患者数 外来患者2,985名（月平均） 入院患者17,076名（平均月延患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本高血圧学会　専門医認定施設 日本神経学会教育施設

（内科系） 日本超音波医学会専門医研修施設 日本内科学会認定制度教育病院

日本循環器学会循環器専門医研修施設 日本アレルギー学会教育研修施設

日本心血管インターベンション治療学会研修施設 日本呼吸器学会認定施設

日本不整脈心電学会研修施設 日本老年医学会認定施設

日本血液学会血液研修施設 日本内分泌学会認定教育施設

日本消化器病学会認定施設 日本糖尿病学会教育施設

日本肝臓学会認定施設 日本動脈硬化学会専門医教育病院

日本腎臓学会研修施設 など

経験できる地域医療・診療連携

２）専門研修プログラムの環境



2) 専門研修連携施設

鹿児島厚生連病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の協力型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（管理課）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が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。

・ 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、感染症は

３）診療経験の環境 定常的ですが非定常的ですが、内分泌、神経、救急も専門研修が可能な症例数を診療しています。

【整備基準24】 ・ 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（2018年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 平峯　靖也 副院長

【内科専攻医へのメッセージ】

当院の内科系の診療は、一般内科から消化器・呼吸器・循環器の専門的診療まで幅広く対応して

います。また、研修に当たっては本人との対話を重視し、希望に沿った研修になるよう指導していき

ます。

今後とも、より良い研修ができるよう環境を整えていく予定なので、ぜひ検討の選択しに入れて頂き

たいと思います。いつでも気軽に問い合わせください。

指導医数 日本内科学会　専門医1名 日本腎臓学会　専門医１名　指導医１名

（常勤医） 日本肝臓学会　専門医3名　指導医2名 日本消化器内視鏡学会　専門医６名　指導医３名

日本消化器学会　専門医２名　指導医１名 日本超音波医学会　専門医１名　指導医１名

日本消化管学会　専門医１名　指導医１名 日本循環器学会　専門医１名

日本消化器内視鏡学会　専門医１名 日本呼吸器学会　専門医２名　指導医１名

日本糖尿病学会　専門医２名 日本禁煙学会　専門医１名

日本透析医学会　１名

外来・入院患者数 外来患者218.1名（1日平均） 入院患者147.6名（1日平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会教育関連施設 日本呼吸器学会　認定施設

（内科系） 日本肝臓学会認定施設 日本消化管学会 胃腸科指導施設 

日本消化器学会認定施設 日本糖尿病学会認定教育施設

 日本消化器内視鏡学会 指導施設 日本超音波医学会超音波専門研修施設

日本循環器学会循環器専門医研修関連施設

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

鹿児島市立病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が23 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ カリキュラムに示す内科領域13分野のうち全分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療して

３）診療経験の環境 います。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計7演題（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 池田　賢一 内科部長

【内科専攻医へのメッセージ】

内科領域の全分野において専門性の高い研修を行うことが可能です。

指導医数 日本内科学会　総合内科専門医13名 日本血液学会血液専門医 1 名 

（常勤医） 日本消化器病学会消化器専門医6名 日本神経学会神経内科専門医 4名

日本循環器学会循環器専門医 6 名 日本リウマチ学会リウマチ専門医 2名

日本糖尿病学会糖尿病専門医 3名 日本感染症学会専門医 1名

日本腎臓病学会腎臓専門医 1名 日本肝臓学会肝臓専門医4名

日本呼吸器学会呼吸器専門医3名

外来・入院患者数 外来患者15,223名（月平均） 入院患者15,804名（平均月延患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会認定医制度教育病院 日本神経学会教育施設

（内科系） 日本消化器学会認定施設 日本認知症学会専門研修教育施設

日本消化器内視鏡学会指導施設 日本頭痛学会認定研修教育施設

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院

日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 日本救急医学会救急科専門医指定施設

日本心血管インターベンション学会研修関連施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設

日本呼吸器学会認定関連施設 日本糖尿病学会認定教育施設

日本感染症学会認定研修施設 など

日本血液学会認定血液研修施設

経験できる地域医療・診療連携

２）専門研修プログラムの環境



2) 専門研修連携施設

鹿児島赤十字病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の協力型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（総務企画課）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室が配慮されています。

【整備基準24】 ・ 指導医が2 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ カリキュラムに示す内科領域13分野のうち総合内科及び膠原病は定常的に専門研修が可能で、非定

３）診療経験の環境 常的ですが呼吸器、循環器、感染症、救急も専門研修が可能な症例数を診療しています。

【整備基準24】 ・ 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（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 大坪　秀雄 副院長・リウマチ科部長

【内科専攻医へのメッセージ】

関節リウマチ・膠原病領域の患者さんを多数扱ってしる施設です。

生物学的製剤を含めた効果の高い医療をクリニカルパスを積極的に導入して標準化し、患者さんに

とって、より効果の高い医療を早期に、かつ安全に導入できるよう努力しています。

整形外科、リハビリ、関節エコー等も充実しております。規模の大きくない病院ですので、これらを経験

したい場合も希望に添えるように配慮しております。希望のある方はどうぞご相談ください。

指導医数 日本内科学会　専門医1名 日本脳神経外科学会　専門医1名

（常勤医） 日本リウマチ学会リウマチ専門医 5名、指導医4名 日本麻酔科学会　指導医2名

日本プライマリ・ケア連合部会　指導医1名

日本整形外科学会　専門医4名

外来・入院患者数 外来患者142.0名（1日平均） 入院患者96.4名（1日平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会教育関連施設

（内科系） 日本リウマチ学会教育施設

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

公益社団法人　鹿児島共済会南風病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（人事課）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が15 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、腎臓、神経、アレルギー、感染症、救

３）診療経験の環境 急の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療をしています。また、非定常的ではありますが、

循環器、内分泌、代謝、血液、膠原病でも専門研修が可能です。

【整備基準24】 ・ 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（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 鹿島　友義 診療部　顧問

【内科専攻医へのメッセージ】

内科専門医として必要な基本的臨床能力を獲得するともに内科専門医として必要な基本的臨床能力

力を獲得するとともに、地域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を行える医師

を育成することを目的としています。

指導医数 日本内科学会　総合内科専門医１0名 日本神経学会神経内科専門医2名　指導医1名

（常勤医） 日本消化器学会消化器専門医3名　指導医5名 日本腎臓学会腎臓専門医3名　指導医1名

日本肝臓学会専門医3名　指導医1名 日本腎臓学会専門医3名　指導医1名

日本循環器学会循環器専門医4名 日本内分泌学会専門医1名　指導医1名

外来・入院患者数 外来患者7,782名（1月平均） 入院患者7,896名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会認定教育関連病院および専門研修基幹施設

（内科系） 日本高血圧学会認定研修施設

日本がん治療認定医機構認定研修登録施設 日本大腸肛門病学会認定施設

日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 日本透析医学会認定施設

日本呼吸器学会認定施設 日本肝臓学会認定施設

日本消化器学会認定施設 日本ペインクリニック学会指定研修施設

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 日本静脈経腸栄養学会・NST稼働認定施設

日本消化器学会胃腸科指導施設 日本緩和医療学会認定施設

日本カプセル内視鏡学会指導施設 日本神経学会准教育施設

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

出水総合医療センター

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の協力型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（経営企画課）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が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。

・ 医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、腎臓の分野で定常的に専門

３）診療経験の環境 研修が可能な症例数を診療をしています。また、非定常的ではありますが、内分泌、代謝、呼吸器、

血液、神経、感染症、救急でも専門研修が可能です。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会にて年間で計1演題以上の学会発表を予定しています。

４）学術活動の環境

指導責任者 藤田　浩 副院長

【内科専攻医へのメッセージ】

可能な限り要望に応じて対応していきます。

指導医数 日本内科学会　総合内科専門医　3名 日本腎臓学会　腎臓専門医　1名

（常勤医） 日本肝臓学会　肝臓専門医　1名 日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医　1名

日本循環器学会　循環器専門医1名

日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医　3名

外来・入院患者数 外来患者5,600名（1月平均） 入院患者4,980名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 技術・技能評価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。

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 日本消化器内視鏡学会　指導施設

（内科系） 日本消化器病学会　認定施設

日本消化器病学会　胃腸科指導施設

日本循環器学会　認定循環器専門医研修関連施設

経験できる地域医療・診療連携

２）専門研修プログラムの環境



2) 専門研修連携施設

独立行政法人国立病院機構指宿医療センター

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の協力型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（庶務）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 敷地内に院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が5 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、腎臓、感染症、救急の分野で定常的に

３）診療経験の環境 専門研修が可能な症例数を診療をしています。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計1演題の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 鹿島　克郎 院長

【内科専攻医へのメッセージ】

当院は、指導医が充実していますので、地域での内科全般にわたる実臨床研修が可能です。

指導医数 日本内科学会　総合内科専門医2名 日本肝臓学会認定肝臓専門医　１名

（常勤医） 日本循環器学会　循環器専門医3名

日本消化器学会　消化器専門医2名

日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医1名

外来・入院患者数 外来患者4,679.6名（1月平均） 入院患者269.3名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設

（内科系）

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

霧島市立医師会医療センター　

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（臨床心理室）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が10 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、呼吸器、血液、膠原病、救急

３）診療経験の環境 の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療をしています。また、非定常的ではありますが、

内分泌、代謝、腎臓、神経、アレルギーでも専門研修が可能です。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計7演題（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 長谷川　将 副院長

【内科専攻医へのメッセージ】

当院は地域に密着した一次から三次までを担う医療を提供し、大都市の大病院では経験できない、

当地区医師会の先生方との密接な連携を介し common disease を含む様々な疾患に対する医療を

十分体得していただけるものと自負しております。

エコー、内視鏡等の技術の習得はもちろんですが、病歴聴取、身体所見のとり方、患者様との

接し方等医療の原点に戻る、決して jump education にならない研修を目標とするカリキュラム

のもと指導していきたいと考えています。当センターには各科専門医も多数在籍しており、医局内での

アットホームな雰囲気の中各科との連携を深め、様々な専門領域を経験し知識を得ることも可能です。

当センターでの臨床研修では、センター全職員が先生方をバックアップさせていただくと同時に、

貴重な人生の一時期を霧島の地で過ごせたことが、その後の人生に決して無駄にならない“何か”を

与えられるものと確信しております。

指導医数 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、

（常勤医） 日本消化器病学会専門医…４名、指導医…２名、

日本消化器内視鏡学会専門医…２名、指導医…１名

日本肝臓学会専門医…１名、指導医…１名

日本循環器学会専門医…２名、日本プライマリ・ケア連合学会指導医…１名

日本外科学会専門医…５名、指導医…２名、日本消化器外科学会専門医…４名、指導医２名

日本肝胆膵外科学会高度技能専門医…１名、指導医１名

日本呼吸器外科学会指導医…１名

日本呼吸器内視鏡学会指導医…１名

日本小児外科学会指導医…１名

日本小児科学会指導医…２名、日本小児循環器学会専門医…１名

日本整形外科学会専門医…２名、日本脳神経外科指導医…１名

外来・入院患者数 外来患者5,041.4名（1月平均） 入院患者6,468.3名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

２）専門研修プログラムの環境



霧島市立医師会医療センター　

・ 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 日本内科学会認定教育関連病院 日本肝臓学会認定施設

（内科系） 日本循環器学会循環器専門医研修関連施設 日本外科学会外科専門医制度関連施設

日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本消化器外科学会専門医修練施設

日本超音波医学会超音波専門医制度研修施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設

経験できる地域医療・診療連携



2) 専門研修連携施設

一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

１）専攻医の環境 ・ 研修に必要な図書やインターネットの環境が整備されています。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（人事課）があります。

・ 女性専攻医が安心して勤務できるような休憩室や更衣室、仮眠室、シャワー室が整備されています。

・ 当院と隣接する施設外に当院専用の保育所があります。

【整備基準24】 ・ 指導医が12 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ カリキュラムに示す内科領域13分野のうち主に腎臓内科の分野において、定常的に専門研修が可能な

３）診療経験の環境 症例数を診療しています。

【整備基準24】 ・ 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（2017年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 金井　英俊

【内科専攻医へのメッセージ】

専攻医の皆さんの可能性を引き出し、地域医療を支える総合内科医師や内科系subspecialty 分野の

専門医へと歩み続けることができるような研修体制を行います

指導医数 日本内科学会     指導医12名、専門医24名 日本糖尿病学会　 専門医1名

（常勤医） 日本肝臓学会　　専門医1名 日本脳卒中学会　専門医1名

日本腎臓学会     専門医3名 日本循環器学会　専門医20名

日本消化器病学会 指導医2名、専門医7名　 日本呼吸器学会　専門医2名

日本血液学会     指導医3名、専門医4名 日本神経学会　　専門医１名 

日本心血管インターベンション治療学会　専門医7名

日本消化器内視鏡学会　指導医2名、専門医7名 

日本透析医学会　 指導医1名、専門医3名

外来・入院患者数 外来患者15,912名（月平均） 入院患者17,813名（平均月延患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会認定医 教育病院 日本救急医学会救急科専門医指定施設

（内科系） 日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本循環器学会循環器専門医研修施設

日本血液学会認定血液研修施設 日本腎臓学会研修施設

日本神経学会専門医制度教育施設 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院

日本臨床腫瘍学会認定研修施設　 日本消化器内視鏡学会認定専門医指導施設

日本がん治療医認定医機構認定研修施設 日本透析医学会専門医制度認定施設

日本心血管インターベンション治療学会研修施設 日本心電図学会

日本不整脈学会　　　　 日本臨床細胞学会認定施設

不整脈専門医研修施設　　　　 日本腹膜透析医学会教育研修施設

日本病理学会研修認定施設B　 日本輸血、細胞治療学会認定医制度指定施設

日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 日本肝胆膵外科学会認定施設B

日本感染症学会研修施設　　 など

日本脈管学会認定研修施設　

経験できる地域医療・診療連携

２）専門研修プログラムの環境



2) 専門研修連携施設

株式会社麻生　飯塚病院

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です．

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（有線LAN，Wi-Fi）があります．

・ 鹿児島医療センター専攻医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およびハラスメント窓口として医務室があります。医務室には

産業医および保健師が常駐しています．

・ 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。

・ 女性専攻医が安心して勤務できるような休憩室や更衣室等が配慮されています。

・ 敷地内に 24 時間対応院内託児所，隣接する施設に病児保育室があり，利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医は、15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して、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(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。

【整備基準24】 ・ カリキュラムに示す内科領域13分野のうち全分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療して

３）診療経験の環境 います。

・ 70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 45 以上の疾患群）について研修できます。

・ 専門研修に必要な剖検を行っています。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会での学会発表を行っています。また、国内外の内科系学会

４）学術活動の環境 での学会発表にも積極的に取り組める環境があります 

指導責任者 増本　陽秀

【内科専攻医へのメッセージ】

内科専門研修プログラムを通じて，プライマリ・ケアから高度急性期 医療，地方都市から僻地・離島

の全ての診療に対応できるような能力的基盤を身 に付けることができます。米国ピッツバーグ大学の

教育専門医と，6 年間に亘り 共同で医学教育システム作りに取り組んだ結果構築し得た，教育プロ

グラムおよ び教育指導方法を反映した研修を行います． 専攻医の皆さんの可能性を最大限に高める

ための「価値ある」内科専門研修プログラムを作り続ける覚悟です。将来のキャリアパスが決定している

方，してい ない方，いずれに対しても価値のある研修を行います。

指導医数 日本内科学会　総合内科専門医40名 日本神経学会神経内科専門医 3名

（常勤医） 日本消化器病学会消化器専門医13名 日本リウマチ学会リウマチ専門医 5名

日本循環器学会循環器専門医 11 名 日本腎臓病学会腎臓専門医 3名 

日本糖尿病学会糖尿病専門医 3名 日本血液学会血液専門医 3 名 

日本腎臓病学会腎臓専門医 3名 日本アレルギー学会アレルギー専門医 1 名 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 11名 日本感染症学会専門医 1名

外来・入院患者数 外来患者220,442人（延人数/年） 入院患者9,967人（人/年）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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。

経験できる地域医療・診療連携

２）専門研修プログラムの環境



株式会社麻生　飯塚病院

学会認定施設 日本内科学会 教育病院 日本呼吸療法医学会 研修施設

（内科系） 日本救急医学会 救急科指定施設 日本心血管インターベンション治療学会 研修施設

日本消化器病学会 認定施設 日本肝胆膵外科学会 高度技能専門医修練施設 A

日本循環器学会 研修施設  日本胆道学会指導施設

日本呼吸器学会 認定施設  日本がん治療医認定医機構 認定研修施設

 日本血液学会 研修施設 日本透析医学会 認定施設

日本糖尿病学会 認定教育施設 日本高血圧学会 認定施設

日本腎臓学会 研修施設 日本脳卒中学会 研修教育病院

日本肝臓学会 認定施設 日本臨床細胞学会 教育研修施設

日本神経学会 教育施設 日本東洋医学会 研修施設

日本リウマチ学会 教育施設  日本静脈経腸栄養学会 NST 稼動施設

日本臨床腫瘍学会 研修施設  日本栄養療法推進協議会 NST 稼動施設 

 日本消化器内視鏡学会 指導施設 など

日本消化管学会 胃腸科指導施設 

日本呼吸器内視鏡学会 認定施設

飯塚・頴田家庭医療プログラム 日本緩和医療学会 認定研修施設

日本不整脈学会・日本心電図学会認定 不整脈専門医研修施設



2) 専門研修連携施設

東京ベイ・浦安市川医療センター

【整備基準24】 ・ 初期臨床研修制度の基幹型研修指定病院です。

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る。

・ 鹿児島医療センター専攻医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（研修管理委員会）が整備されています。

・ 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な休憩室や更衣室・シャワー室・当直室が配慮されています。

・ 院内保育所があり、利用可能です。

【整備基準24】 ・ 指導医が14 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して、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(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。

【整備基準24】 ・ 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、腎臓、救急は定常的に専門研修が可能

３）診療経験の環境 な症例数を診療できます。非定常的ですが、消化器、循環器、呼吸器、感染症も専門研修が可能です。

【整備基準24】 ・ 日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計12演題（2018年度）の学会発表をしています。

４）学術活動の環境

指導責任者 江原　淳 総合内科医長

【内科専攻医へのメッセージ】

幅広い研修を行うことをコンセプトとし総合内科制度を敷いています。各科別ではなく総合内科として

横断的に診療教育することに重点を置いており、専攻医は総合内科のチームの一員とて全ての内科

系入院を担当し、各専門家がコンサルタントとしてチームメンバーになってくれます。３年間のプログラム

は決して楽ではありませんが、臨床・教育・マネジメント研究や執筆などのトレーニングを体系的に身に

つけることができるように院内の各科専門家の方々からもご理解とご協力を頂いており非常に働きやす

い環境です。皆様の当院での研修を心よりお待ちしております。

指導医数 日本内科学会　専門医１９名

（常勤医） 日本救急学会　専門医６名

日本外科学会　指導医３名　専門医６名

外来・入院患者数 外来患者14,778名（1月平均） 入院患者861名（1月平均患者数）

経験できる疾患群 ・ きわめて稀な疾患を除いて、研修手帳にある、13分野、70疾患群の症例を幅広く経験ができます。

経験できる技術・技能 ・ 技術・技能評価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。

・ 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 日本内科学会認定教育関連施設

（内科系） 日本消化器学会認定施設

日本循環器学会循環器専門医研修関連施設

２）専門研修プログラムの環境

経験できる地域医療・診療連携



3) 専門研修特別連携施設

五反田内科クリニック

１）専攻医の環境 ・ 鹿児島医療センター専攻医として労務環境が保障されています．

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の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を

診療をしています。また、非定常的ではありますが、循環器、消化器も専門研修が可能です。

指導責任者 五反田　満幸 理事長・院長

指導医数 日本消化器学会　消化器専門医1名　

（常勤医） 日本消化器外科学会　消化器外科専門医・指導医1名

日本外科学会　外科専門医・指導医1名

外来患者数 外来患者1,580名（1月平均）

経験できる技術・技能 技術・技能評価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。

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。

3) 専門研修特別連携施設 .

ナカノ在宅医療クリニック　

１）専攻医の環境 ・ 鹿児島医療センター専攻医として労務環境が保障されています．

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の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を

診療をしています。

経験できる技術・技能 技術・技能評価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。

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。

経験できる地域医療・診療連携

経験できる地域医療・診療連携
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【整備基準 44】 

1． 研修後の医師像と終了後に想定される勤務形態や勤務先 

1） 地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医）：地域において常に患者と接し、慢性疾患に対

して，生活指導まで視野に入れた良質な健康管理・予防医学と日常診療を実践する。地域医療の医院

に勤務（開業）し、実地医家として地域医療に貢献する。 

2） 内科系救急医療の専門医：病院の救急医療を担当する診療科を担当する診療科に所属し内科系急性・

救急疾患に対するトリアージを含めた適切な対応が可能を可能として、地域での内科系救急医療を実

践する。 

3） 病院での総合内科（Generality）の専門医：病院の総合内科に所属し、内科系の全領域に広い知識・

洞察力を持って総合的医療を実践する。 

4） 総合内科的視点を持った Subspecialist：病院で内科系の Subspecialist、例えば消化器内科や循環器

内科に所属して、総合内科（Generalist）の視点から、内科系 Subspecialist としての診療を実践す

る。 

 

2． 専門研修期間 

内科専門医は 2 年間の初期臨床研修後にプログラムされた専門研修（後期研修）3 年間で育成される。 

 

3． 研修施設群の各施設名 

基幹病院：独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 

連携施設・特別連携施設：連携施設・特別連携施設一覧参照 

 

4． プログラムに関わる委員会と委員，および指導医名 

1） 研修プログラム管理運営体制 

本プログラムを履修する内科専攻医の研修について責任を持って管理するプログラ管理委員会を鹿児

島医療センターに設置し，その委員長（総括責任者）と各内科系診療科から 1 名ずつ管理委員を選任す

る。プログラム管理委員は上記委員に加えて各連携施設の研修委員長で構成される。 

プログラム管理委員会の下部組織として，基幹病院および連携施設に専攻医の研修を管理する研修委

員会を置き，委員長が統括する。 

2） 指導医一覧 

研修プログラムの資料、鹿児島医療センタープログラム管理委員会参照 

 

5． 各施設での研修内容と期間 

本プログラムでは専攻医が抱く専門医像や将来の希望に合わせて 3 年目の研修内容を自由に選択でき

るよう準備している（別表１参照）。 

 専攻医は各内科部門ではなく、内科専攻医研修センター（研修センター）に所属し、3 年間で各内科や

内科臨床に関連ある救急部門などを（基幹施設）2～4 ヵ月毎、（連携施設）3～6 か月毎、（特別連携施設）

1～3 ヵ月毎にローテートする。パターンは、最初の 1 年目を基幹施設、2 年目を連携・特別連携施設で

研修する場合と、1・2 年目の前半の 6 ヵ月を基幹施設、後半の 6 ヵ月を連携・特別連携施設で研修する
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場合の 2 通りを設定している（別表 2 参照）。 

 基幹施設である鹿児島医療センターでの研修が中心になるが，関連施設での研修は必須であり，原則

最低 1 年間はいずれかの関連施設で研修行う。連携施設・特別連携施設では基幹病院では経験しにくい

領域や地域医療の実際について学ぶことが可能である。 

 

6． 主要な疾患の年間診療件数 

内科専門研修カリキュラムに掲載されている主要な疾患については、鹿児島医療センター（基幹病院）

の DPC 病名を基本とした各内科診療科における疾患群別の入院患者数（2017 年度から 2018 年度見込

み）を調査し、ほぼ全ての疾患群が充足されることが解っている（13 の疾患群は外来での経験も含める）。

しかしながら、症例数の少ない疾患群も存在するため、研修期間内に全疾患群の経験ができるように、多

くの施設と連携をとること、初期研修時での症例をもれなく登録すること、あるいは外来での経験頻度

が高い疾患群を診療できるよう工夫すること等によって、必要な症例経験を積むことができる。 

 

7． 年次ごとの症例経験到達目標を達成するための具体的な研修目安 

1）A コース（別表１） 

 総合内科専門医を目指している、総合内科専門医としての研修を充分行った後に Subspecialty の研修

に臨みたい、あるいは Subspecialty が決定していない専攻医は A コースを選択する。A コースは内科領

域を偏りなく学ぶことを目的としたコースであり、後期研修期間の 3 年間において内科領域を担当する

全ての科をローテーションすることになる。基本的には基幹施設は 2～4 ヵ月毎、連携施設は 3～6 ヵ月

毎 1 年間に 3～5 科，2 年間で延べ 6～10 科をローテーションする。研修する連携施設の選定は専攻医と

面談の上でプログラム統括責任者が決定します。 

2）B コース（別表１） 

希望する Subspecialty領域が決定しており、専攻医 2年修了時で、本プログラム「鹿児島医療セン

ター疾患群症例病歴要約到達目標（研修指導者マニュアル参照）」の「専攻医 3年修了時経験目標」お

よび「病歴要約提出数」を概ね（3/4以上）達成しており、かつ余裕を持って Subspecialty 研修を並

行して行う能力を有すると認められた者において、より早期に Subspecialty専門医資格を取得するこ

とを希望する専攻医は、3年次に Subspecialty領域の専門研修を開始することが可能な Bコースを選択

することになる。その際の Subspecialty専門研修としての指導と評価は、Subspecialty指導医によっ

て実施される必要がある。研修する連携施設の選定は専攻医と面談の上，希望する Subspecialty領域

の責任者とプログラム統括責任者が協議して決定する。 

3） パターン 1, 2（別表 2） 

ローテーションについては、1年目に基幹施設、2年目に連携・特別連携施設で研修するパターン 1 

と、1・ 2年目ともに前半を基幹施設、後半を連携・特別連携施設で研修するパターン 2を設定してい

る。 

 

8． 自己評価と指導医評価，ならびに 360 度評価を行う時期とフィードバックの時期 
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1）専攻医による自己評価とプログラムの評価 

  指導医から受けたアドバイス・フィードバックに基づき、ディスカッションを通して、研修上の問題

点や悩み，研修の進め方，キャリア形成などについて考える機会を持つ。 

2）指導医による評価と 360 度評価 

  指導医およびローテーション先の上級医は専攻医の日々のカルテ記載内容と、専攻医が専門医登録

評価システム（J-OSLER）に登録した当該科の症例登録内容を経時的に評価して、症例要約の作成に

ついての指導を行い、技術・技能についての評価も行う。年に 1 回以上、目標の達成度や各指導医・メ

ディカルスタッフの評価を基にして、研修責任者は専攻医の研修の進行状況の把握を行い、適切なアド

バイスを行なう。毎年，指導医とメディカルスタッフによる複数回の 360 度評価を行い、態度の評価

も実施する。 

 

9． プログラム修了の基準 

専攻医研修 3 年目の 3 月に研修手帳を通して経験症例，技術・技能の目標達成度について最終的な評

価を行う。29 例の病歴要約の合格，所定の講習受講や研究発表なども判定の要素となる。 

 最終的には指導医による総合的評価に基づいてプログラム管理委員会によってプログラムの修了判定

が行われる。 

 

10． 専門医申請に向けての手順 

J-OSLER を用いる。同システムでは以下を web ベースで日時を含めて記録する。具体的入力手順に

ついては、内科学会 HP から“専攻研修のための手引き”をダウンロードして参照すること。 

・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する。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

場合に承認を行う。 

・指導医による専攻医の評価、メディカルスタッフによる 360 度評価、専攻医による逆評価を入力して

記録する。 

・全 29 症例の病歴要約を、指導医の校閲後に登録して、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る。その指摘事項に基づいた改訂をアクセプトされるまでシステム上で行う。 

・専攻医は学会発表や論文発表の記録をシステム上に登録する。 

・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する。 

 

11． プログラムにおける待遇 

 専攻医の勤務時間、休暇、当直、給与等の勤務条件に関しては，労働基準法を順守し，鹿児島医療セン

ター並びに連携施設・特別連携施設の就業規則に従う。専攻医の心身の健康については、各施設の研修委

員会と鹿児島医療センター管理課医師研修係で配慮、管理する。特に精神衛生上の問題点が疑われる場

合は臨床心理士によるカウンセリングを実施する場合もある。専攻医は採用時に上記の労働環境，労働

安全，勤務条件の説明を受ける。プログラム管理委員会では各施設における労働環境，労働安全，勤務に

関して報告を受け、これらの事項について総括的に評価を行う。 
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12． プログラムの特色 

 本プログラムでは専攻医が抱く専門医像や将来に希望に合わせて、A、B の 2 コースを準備している。

コース選択後も条件を満たせば他のコースへの移行も認められるが、B コースを選択するためには 2 年

目までに充足しておくべき条件がある（７の 2）参照）。 

 

13． 継続した Subspecialty 領域の研修の可否 

内科学における 13 の Subspecialty 領域を順次研修する。基本領域の到達基準を満たすことができる

場合には、専攻医の希望や研修の環境に応じて、各 Subspecialty 領域に重点を置いた専門研修を行うこ

とも可能である（B コース）。 

本プログラム終了後はそれぞれの医師が研修を通じて定めた進路に進むために、適切なアドバイスや

サポートを行う。 

 

14． 逆評価の方法とプログラム改良姿勢 

専攻医の満足度と改善点に関する意見を聴取して、プログラム管理委員会にて検討を行い、プロ 

グラムの改訂の参考とします．アンケート用紙は別途定めます． 

 

15． 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な場合は，日本専門医機構内科

領域研修委員会に相談します． 

 

 

（別表 1） 
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（別表 2） 

パターン 1 

 

パターン 2 

 

※ 鹿児島医療センターの内科系診療科は、循環器内科，消化器内科，血液内科，腫瘍内科，脳血管

内科，糖尿病・内分泌内科，腎臓内科の 7 診療科からなる。 
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（別紙） 

 連携施設・特別連携施設一覧 

  地域別に五十音順で記載。特別連携施設は青字で表記している。 

 

鹿児島県の地域 

 （鹿児島市） 

⚫ 公益財団法人慈愛会今村総合病院 

⚫ 鹿児島大学病院 

⚫ 鹿児島厚生連病院 

⚫ 鹿児島市立病院    

⚫ 鹿児島赤十字病院  

⚫ 公益社団法人鹿児島共済会南風病院  

⚫ 五反田内科クリニック  

⚫ ナカノ在宅医療クリニック  

  （出水市） 

⚫ 出水総合医療センター  

（指宿市） 

⚫ 独立行政法人国立病院機構指宿医療センター   

  （霧島市） 

⚫ 霧島市立医師会医療センター 

         

鹿児島県以外の地域 

 （福岡県北九州市） 

⚫ 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院  

  （福岡県飯塚市） 

⚫ 株式会社麻生 飯塚病院 

（千葉県浦安市） 

⚫ 東京ベイ・浦安市川医療センター  
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【整備基準45】 

1） 専攻医研修ガイドの記載内容に対応したプログラムにおいて期待される指導医の役割 

・1 人の担当指導医（メンター）に専攻医 1 人が鹿児島医療センター内科専門研修プログラム委員会により

決定される。 

・担当指導医は、専攻医が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た後

に、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を実施したうえでシステム上での承認を行

う。 

・担当指導医は，専攻医がそれぞれの年次で登録した疾患群、症例の内容について、都度、評価・承認を行

う。 

・担当指導医は専攻医と十分なコミュニケーションをとるように努め、研修手帳Web版での専攻医による症

例登録の評価や鹿児島医療センター管理課医師研修係からの報告などによって研修の進捗状況を把握する。

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・相談を行うため、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

るように、主担当医の割り振りを調整する。 

・担当指導医はSubspecialty上級医と協議して、知識・技能の評価を行う。 

・担当指導医は専攻医が専門研修（専攻医）2年修了時までに合計 29症例の病歴要約（1倍検症例、1外科

紹介症例を含む）を作成することを促し、内科専門医ボードによるピアレビューを経てアクセプトされる

よう病歴要約について確認し、形成的な指導を行う。 

 

2） 専門研修プログラムにおける年次到達目標と評価方法，ならびにフィードバックの方法と時期 

・年次到達目標は，内科専門研修において求められる「疾患群」，「症例数」，「病歴提出数」に示すとおりであ

る。 

・担当指導医は，鹿児島医療センター管理課医師研修係と協働して、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には、該当疾患の診療経験を促す。 

・担当指導医は、鹿児島医療センター管理課医師研修係と協働して、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す。 

・担当指導医は、鹿児島医療センター管理課医師研修係と協働して、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の追跡を行う。 

・担当指導医は、鹿児島医療センター管理課医師研修係と協働して、毎年複数回の自己評価と指導医評価、

並びに360度評価を行う。評価終了後、1か月以内に専攻医にフィードバックを行い、形成的に指導する。

2 回目以降は、以前の評価についての省察と改善とが図られたか否かも含めてのフィードバックを形成的

に行い、改善を促す。 
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3） 個別の症例経験に対する評価方法と評価基準 

・担当指導医は Subspecialty の上級医と十分なコミュニケーションをとり、研修手帳Web 版での専攻医に

よる症例登録の評価を行う。 

・研修手帳Web版での専攻医による症例登録に基づいて、当該患者の電子カルテの記載や退院サマリの内容

などについて吟味し、主担当医として適切な診療を行っていると判断される場合に合格とし、担当指導医

が承認を行う。 

・主担当医として適切に診療を行っていると判断されない場合には不合格として、担当指導医は専攻医に研

修手帳Web版での当該症例登録の削除，修正などを指導する。 

 

4） 日本内科学会専攻医登録評価システム（J－OSLER）の利用方法 

・専攻医による症例登録と担当指導医が合格と判断した際に承認を行う。 

・担当指導医による専攻医の評価、メディカルスタッフによる 360度評価および専攻医による逆評価などを

専攻医に対する形成的フィードバックに用いる。 

・専攻医が作成し、担当指導医が校閲して適切と認めた病歴要約全29症例を、専攻医が登録したものを担当

指導医が承認する。 

・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

に基づいた改訂を専攻医が行い、アクセプトされるまでの状況を確認する。 

・専攻医が登録した学会発表や論文発表の記録、出席を求められる講習会等の記録について、各専攻医の進

捗状況をリアルタイムで把握する。担当指導医と内科専攻医研修センター（研修センター）は、その進捗

状況を把握して年次ごとの到達目標に達しているか否かを判断する。 

・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て、修了

要件を満たしているかを判断する。 

 

5） 逆評価と日本内科学会専攻医登録評価システム（J－OSLER）を用いた指導医の指導状況把握 

 専攻医による日本内科学会専攻医登録評価システム（J－OSLER）を用いた無記名式逆評価の集計結果を、

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する。集計結果に基づき、鹿児島医療

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る。 

 

6） 指導に難渋する専攻医の扱い 

 必要に応じて、臨時に日本内科学会専攻医登録評価システム（J－OSLER）を用いた専攻医自身の自己評

価、担当指導医による内科専攻医評価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）を

行い、その結果を基に鹿児島医療センター内科専門研修プログラム管理委員会で協議を行い、専攻医に対し

て形成的に適切な対応を試みる。状況によっては、担当指導医の変更や在籍する専門研修プログラムの移動

勧告などを行う。 
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7） プログラム並びに各施設における指導医の待遇 

鹿児島医療センター給与規定、および各連携・特別連携施設の給与規定による。 

 

8）FD講習の出席義務 

 厚生労働省や日本内科学会の指導医講習会の受託を推奨する。指導者研修（FD）の実施記録には、日本内

科学会専攻医登録評価システム（J－OSLER）を用いる。 

 

9）日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」（仮称）の活用 

 内科専門医の指導にあたり、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

熟読し、形成的に指導を行う。 

 

10）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な場合の相談先 

 日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とする。 

 

11）その他 

 特になし。 

 


