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卒後臨床研修プログラム巻頭言 
 
富山大学附属病院の研修プログラムは個々の研修医の進路や希望によって極めて多様に

対応可能です。大学病院内での研修ローテの組み方が自由で、院外へのたすき掛けも最長 1

年間 2 か所の病院で可能なため様々な経験を積むことができます。卒後臨床研修センター

では 6 名の副センター長と 4 名の事務担当者が、親身に個々の研修医をサポートしていま

す。またメンター制度が導入されており、研修のことから個人のよろず相談まででき、楽し

く充実した研修生活を送れるように、きめ細やかな支援を行っています。さらに当院の専門

医養成支援センターとも緊密に連携しており、初期研修終了後の専門医養成まで一貫して

皆さんをサポートします。専門医養成支援センターには峯村センター長はじめ 6 名の副セ

ンター長がいます。つまりこれだけ多くの教育・指導熱心なセンター職員が研修医それぞれ

の状況を理解しながら親身に皆さんの研修をサポートできる体制が整っています。 

ハード面では病院南病棟の 1階、コンビニ横に位置する卒後臨床研修センターには、広々

とした恵まれた研修医室、更衣室・シャワー室、仮眠室、医療技術習得のできるスキルスラ

ボなどが設けられ、センターのオフィスには研修担当の事務職員が常駐しており、いつでも

対応してくれています。このように当院ではソフトとハードの両面から研修医にとって充

実した研修を提供できる体制を確立しています。 

初期研修において重要な目標は 2 つあると思います。ひとつは、2 年間の初期研修で多様

な臨床経験を積み医療スキルを身につけることであることは言うまでもありません。もう

ひとつは、普段あまり考えていないかもしれませんが、初期研修終了後においても皆さんが

一生を通して伸びる医師になれる土壌を作ることです。特に、この後者の意味においては大

学病院のように多数の診療科にアカデミックエキスパートが在籍し、直接の指導のみなら

ず、図書館での勉強や多くの論文を容易に入手できる研修施設での研修が重要であると私

は考えます。 
主役は研修医の皆さん自身です。さあ、医師としてのキャリアのスタートを一緒に富山大

学附属病院で始めましょう！ 
 

2022年 4月 

卒後臨床研修センター長 中辻 裕司 
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Ⅰ.卒後臨床研修プログラム 

 

１．プログラムの概要 

本プログラムでは、富山大学附属病院卒後臨床研修プログラムとしてマッチングされた研修医に対し

て、富山大学附属病院を基幹型臨床研修病院とし、富山県内を中心とした協力型臨床研修病院（以下「協

力病院」という。）並びに研修協力施設（以下「協力施設」という。）からなる病院群（以下「病院群」

という。）で研修を行います。プログラムの管理は富山大学附属病院臨床研修病院群研修管理委員会が

行い、研修医の皆さんについては富山大学附属病院卒後臨床研修センターが担当いたします。 
 
２．プログラムの特色 

●キーワードは「フレキシブルな研修」です。 
  富山大学附属病院では、一人ひとりにあったプログラムを、オーダーメイドで作成することが可能

です。また、適宜ローテートの変更が可能です。そのため、自分の描く将来像に向かって、無駄な

く無理のない臨床研修が可能です。 
●充実した「指導医」と「メンター」が研修を完全サポートします。 
  初期臨床研修の２年間は、生涯にわたり１度しか経験出来ません。そんな大切な２年間を富山大学

附属病院の指導医がサポートします。日常診療をマンツーマンで親身になって指導するだけでなく、

人としての温かな触れ合いを大切にする指導医とメンターがいるのも、この病院の特徴です。また、

基本的な知識や技術を補うためのセミナーも開催しています。 
●稀な症例からプライマリケアまで「幅広い症例」を経験でき、「学会発表」が可能です。 
  当院は大学病院が位置する地理的特徴から、大学病院でしか見られないような専門性に特化した疾

患、重症疾患の診療に従事するだけでなく、市中病院でよく経験するcommon diseaseまで幅広く

経験することができます。また、一次救急研修として富山市急患センターでの当直経験も可能にな

りました。さらに、積極的に学会発表も行ってもらいます。 
●快適な「研修環境」を提供します。 
  広い研修医室を中心に、研修医専用の更衣室、シャワー室、仮眠室を備えています。また、研修医

室に隣接するスキルスラボには、各種シミュレーターを完備しています。さらに、病院敷地内無料

宿舎（看護師宿舎）に入居（戸数に制限有）することも可能です。 
●あらたに「へき地・離島での地域医療研修」が可能となりました。 
  本院では富山からは遠く離れた北海道、沖縄県宮古島市、長崎県五島市の研修先を追加し、今まで

にない多様な経験ができるプログラムとなりました。その場所でしかできない医療の経験を研修医

の時に経験することができます。 
 

＊詳細については、ＨＰをクリックしてみてください。 
URL  http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/ 
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３．プログラムの原則 

 
１）プログラムコースとして、一般コース（専門診療科に特化したプログラム、総合的に研修するプロ

グラム）を提供する。 
２）内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療を「必修分野」とし、一般外来（在

宅医療※を含める。）での研修を含めること。必修分野のすべてで必ず臨床研修を行うこととする。

また、原則として必修分野の各診療科等（一般外来を除く）については、一定のまとまった期間に

研修（ブロック研修）を行うことを基本とする。 
※在宅医療の研修は必須となりますが研修期間に制約はありません。 

３）研修２年間の間に内科（２４週以上）、救急部門（１２週以上）、外科（４週以上）、小児科（４週

以上）、産婦人科（４週以上）、精神科（４週以上）を研修し、臨床研修の到達目標を考慮して早い

時期に研修すること。研修２年目の間に地域医療（４週以上）を研修すること。 
４）和漢診療科、感染症科、放射線科（診断、治療）、検査・輸血細胞治療部、総合診療部、臨床腫瘍

部のように臨床研修を行う診療科の名称が必修分野の名称と異なる場合であっても、当該診療科に

おける研修内容が必修分野の診療科等の研修内容と同じものであるとき、研修内容に応じて、相当

する研修期間として設定可能である。（当院の場合、「和漢診療科」「感染症科」「放射線科」「検査・

輸血細胞治療部」「総合診療部」「臨床腫瘍部（腫瘍内科）」は「内科」としてカウントされるが、

診療科の選択に際しては、臨床研修の到達目標における必修項目を満たすように留意すること。） 
５）一般外来での研修（４週以上）は、地域医療研修での並行研修を行う。地域医療研修の期間に必須

である在宅医療も行う。なお、一般外来での研修の算定は、月～金（午前＋午後）を４週以上とし

ており、半日一般外来を４週間した場合２週間分となり、地域医療研修の期間は、各病院等の診療

予定に合わせて８週が望ましい。なお、一般外来研修４週確保が難しい場合、協力病院・施設での

内科、外科、小児科の一般外来に相当する分を充てることができる。 
６）臨床研修を行う分野ごとの研修期間は、１）～５）までを踏まえて多様に設定できるものとする。 
７）研修期間は初年 4 月 1 日を基点として、次々年 3 月 31 日を終了日とする２年間とする。 
８）研修期間のうち基幹型臨床研修病院である富山大学附属病院においては１年以上の研修を行う。 
９）研修医の所属は富山大学附属病院卒後臨床研修センターとするが、協力病院ないし協力施設におけ

る研修の際には当該施設職員の身分を同時に有することとなる。従って当該期間は原則的に当該施

設の職員服務規程や雇用規程に準じて処遇される。 
10）研修医には毎週２日間の休日を与える。また、富山大学附属病院に６か月を超える期間を定めて採 

用の研修医に対しては採用時に５日、採用時から６か月の間に８割以上出勤した研修医に対しては 
６か月経過した日以降に５日の年次有給休暇を与える。 

11）富山大学附属病院、その協力病院ないし協力施設において研修医を受け入れたときは、病院又は施

設の当該研修医に対し健康診断を行うものとする。 
12）同時期に診療科毎に研修医が偏在するなどの事情で、指導が困難と判断される場合、卒後臨床研修

センターが調整しローテート順序を変更することがある。 
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４．プログラムコース 
 

 富山大学附属病院では、一人ひとりのニーズに合わせたプログラムを提供します。 
  当初より専門医を目指す、専門診療科に特化したプログラム 

   ・大学病院は多種に渡る専門医育成の為の学会研修施設に認定されています。 

      1年目から希望診療科で研修し、専門研修へのスムーズな移行を目指すことができます。 

     ・すべての専門診療科についてプログラム設定が可能です。 

  多くの診療科を回って総合的に研修をするプログラム 

 
●研修科目及び期間 
「必修科目(５６週以上)」、「一般外来（４週以上）は地域医療研修と並行研修可能（在宅医療の研修
含む）」は履修する必要があります。（※検査・輸血細胞治療部は、9月～1月のみ研修可能。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

研修科目 内  容 

必
修
科
目
・
分
野 

内 科 
 
 

（２４週） 

本院での研修の場合、以下の診療科※で内科研修が可能である。診療科別のほか、

臓器別の選択も可能。研修期間は、原則、１２週ずつ２科目あるいは８週ずつ３

科目とする（診療科の合意が得られた場合のみ４週のローテーションも可能）。診

療科を選択する際は、臨床研修の到達目標、方略における項目を満たすように留

意すること。 

※本院での内科系：第１内科（代謝・内分泌、リウマチ・膠原病、呼吸器）、第２内科（循環器、腎・

高血圧）、第３内科（消化器）、血液内科、放射線科(診断、治療)、和漢診療科、脳神経内科、感染

症科、検査・輸血細胞治療部（9月～1月のみ研修可能）、総合診療科、臨床腫瘍部 

救 急 
 

（１２週） 

本院の災害・救命センター（救急）を４週以上選択すること。また、麻酔科４週

を上限として救急の研修期間とすることができる。 

外 科 

小児科 

産婦人科 

精神科 

（各４週） 

外科※、小児科、産婦人科、精神科それぞれ４週以上の研修を行う。 
 
 
※本院での外科系：第１外科、第２外科、脳神経外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、 

泌尿器科、皮膚科、形成再建外科・美容外科 

地域医療 
 

（４週以上） 

地域医療のプログラムを有する 200 床未満の協力病院またはクリニックで行う。

この研修で必修項目の一般外来（在宅医療含む）４週以上との並行研修を行うた

め、８週以上が望ましい。なお、一般外来研修４週間確保が難しい場合、内科、

外科、小児科の一般外来に相当する分を充てることができる。 

選
択
科
目 

全ての 

診療科  

希望の診療科を選択できる。各診療科８週以上が原則だが、診療科の合意が得ら

れれば、４週のローテーションも可能である。保健・医療行政は選択科目とする。 

 ※たすきがけ研修は、黒部市民病院では 16週から、他の病院は 24週から可能です。（16週を希望の場合は要相談。） 

 厚生連高岡病院は 4～12週の短期研修のみとなります。 

※相澤病院・熊本赤十字病院では（8～12 週）、大阪急性期医療センター・東京女子医大東医療センター・横浜市立

大学附属市民総合医療センターでは（4～12週）に救急研修を行うことができます。 
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●ローテーション 
 
◎専門診療科に特化したプログラムの例 1（内科系） 
【特徴】内科系分野を重点的に学び、将来の内科系専門医を目指す。 
    必修科目さえ履修すれば、内科系診療科に特化することも可能である。 
 

 

 
 
◎専門診療科に特化したプログラムの例 2（外科系） 
【特徴】外科系分野を重点的に学び、将来の外科系専門医を目指す。 
    必修科目さえ履修すれば、外科系診療科に特化することも可能である。 
 

 
 
 
◎専門診療科に特化したプログラムの例 3（救急・麻酔） 
【特徴】救急・麻酔分野を重点的に学び、将来の救急/麻酔科専門医を目指す。 
 

 

 

 

◎総合的に研修するプログラムの例 
【特徴】多くの診療科を回って幅広く総合的に学ぶ。  
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●研修コース 
 ◆協力病院との組み合わせ（たすきがけ）ローテーション 
  協力病院と連携し、おおまかに次の４つのコースがあります。  

Ａ：１年目を大学病院で基本研修をし、２年目に協力病院に出るコース。 
Ｂ：１年目を協力病院で基本研修をし、２年目に大学病院に戻るコース。 
Ｃ：大学病院の他、関連病院を６か月単位で回るコース。 
Ｄ：２年間を大学病院で研修するコース。 
 
 1   年   目 2   年   目 

Ａ 大学病院 協力病院 

Ｂ 協力病院 大学病院 

Ｃ 

大学病院 協力病院 
大学病院 協力病院 

協力病院 大学病院 

協力病院 大学病院 
大学病院 協力病院 

協力病院 大学病院 

Ｄ 大学病院 

 
・協力病院によっては、上記以外の区分での選択が可能です。受け入れ体制によっては、希望期間に

選択できないことがあります。 
・大学病院で１年以上を研修することが義務付けられています。 
・大学で研修を開始し、大学で終了する組み合わせが推奨されます。 
・詳しくは卒後臨床研修センターにご相談ください。 
 
【特徴】 
 ・当院での研修は各コースとも、各自の希望を優先したハンド・メイドのプログラムが作成可能で

す。ただし、希望者数によっては、希望の時期に希望の診療科（あるいは協力病院）を選択でき

ないことがあります。 
  ・当院は地域医療を担う病院でもあるので、プライマリ・ケアの研修は十分可能です。 
 

【注】 

（内科） 

 ・初期臨床研修期間中の症例および病歴要約を、内科領域の専攻研修で必要とされる修了要件１６０

症例の２分の１（症例は８０症例、病歴要約は１４症例まで可能）まで登録可能です。 

 （外科） 

 ・後期研修のプログラム責任者の承認があれば、初期臨床研修期間中の外科症例（ＮＣＤ登録症例）

を１００例までは経験症例に加えることができます。 

 （麻酔科） 

 ・初期臨床研修期間中の麻酔科のローテーションの期間は、麻酔科標榜医申請のための期間に算定さ

れます。 
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５．臨床研修医の処遇 

◇常勤･非常勤の別：非常勤 
◇月給：400,190円（臨床研修手当を含む） 
◇時間外手当・休日手当：有（臨床研修手当に含まれるが、超過した場合は別途支給） 
◇基本労働時間：8:30～17:15（時間外勤務：有） 
◇休暇：リフレッシュ休暇、年末年始、有給休暇 
◇院内研修室：有 
◇宿舎：有（敷地内無料宿舎、戸数制限有） 
◇保育所：有（病児保育、病後児保育 有） 
◇社会保険･労働保険：全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償 
保険、雇用保険 

◇医師賠償責任保険：個人において加入 
◇定期健康診断：有 
◇学会、研究会等への参加の可否：参加可（費用負担無） 
◇研修期間中のアルバイトは認めない 
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１） 国立大学法人富山大学附属病院（基幹型臨床研修病院） 

   所在地：富山市杉谷 2630 

   院 長：林 篤志 

   病床数：612床 

   職員数：医師 367人（うち指導医 152人） 

   プログラム責任者：中辻 裕司 

   診療科・中央診療施設等：66 

   指導責任者：別表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.研修施設の概要 
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２）協力病院及び協力施設 

黒部市民病院              柴田病院 

あさひ総合病院             駅南あずさ病院 

富山労災病院              糸魚川総合病院 

かみいち総合病院            上越総合病院 

富山県立中央病院            相澤病院 

富山市民病院              愛育病院 

富山赤十字病院             東名厚木病院 

済生会富山病院             熊本赤十字病院 

富山県リハビリテーション病院・     飛騨市民病院 

こども支援センター           たかはし内科医院 

射水市民病院              藤田内科医院 

高岡市民病院              南洋クリニック 

済生会高岡病院             富山診療所 

厚生連高岡病院             大沢野クニリック 

金沢医科大学氷見市民病院        とうめい厚木クリニック 

市立砺波総合病院            うさかクリニック 

南砺市民病院              にしだ内科クリニック 

独立行政法人国立病院機構北陸病院      宮林クリニック 

公立南砺中央病院            五島中央病院 

富山西総合病院             奈留医療センター 

ＪＣＨＯ高岡ふしき病院         富江病院 

魚津神経サナトリウム          うむやすみゃあす・ん診療所 

魚津緑ケ丘病院             町立厚岸病院 

   谷野呉山病院              大阪急性期・総合医療センター 

   常願寺病院               摩周厚生病院 

川田病院                 

   東京女子医科大学附属足立医療センター      

   横浜市立大学附属市民総合医療センター 

   高山赤十字病院 

 

富山市保健所             富山県赤十字血液センター 

新川厚生センター           南砺市利賀診療所 

中部厚生センター           南砺市上平診療所 

高岡厚生センター           国立保健医療科学院 

砺波厚生センター 
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協力病院及び協力施設 

 病院名 院長名 所在地 病床数 研修可能な診療科等 

1 黒部市民病院 竹田 慎一 
黒部市三日

市 1108-1 
414 

内科（循環器、消化器、腎臓、内分

泌・代謝、血液、呼吸器、脳神経）

脳神経内科外科 小児科 産婦人

科 整形外科 脳神経外科 皮膚

科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 眼科 

麻酔科  放射線科 核医学科 

精神科 形成外科 血管外科 病

理診断科 救急科 

2 あさひ総合病院 東山 考一 
下新川郡朝

日町泊 477 
109 

内科 外科 整形外科 泌尿器科 

眼科 地域医療（一般外来・在宅医療

含む） 

3 富山労災病院 平野 典和 
魚津市六郎

丸 992 
300 

内科 外科 整形外科 脳神経外

科 麻酔科 泌尿器科 

4 かみいち総合病院 浦風 雅春 

中新川郡上

市町法音寺

51 

199 
内科（総合診療 糖尿病） 精神科 

地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

5 富山県立中央病院 臼田 和生 
富山市西長

江 2-2-78 
733 

腎臓内科 循環器内科 血液内科

呼吸器内科 消化器内科 内分

泌・代謝内科 感染症内科 腫瘍内

科 リウマチ・和漢診療科 精神科 

脳神経内科 小児科 小児外科 

外科 整形外科 形成外科 脳神

経外科 呼吸器外科 心臓血管外

科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 

眼科 耳鼻咽喉科 放射線診断科 

放射線治療科 麻酔科 緩和ケア

内科 病理診断科 集中治療科 

救急科 

6 富山市民病院 藤村 隆 
富山市今泉

北部町 2-1 
545 

内科 精神科 小児科 外科 整

形外科 形成外科 脳神経外科 

呼吸器・血管外科 皮膚科 泌尿器

科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 

放射線科 麻酔科 緩和ケア内科 

病理診断科 救急部門 

7 富山赤十字病院 平岩 善雄 
富山市牛島

本町 2-1-58 
435 

呼吸器内科 消化器内科 循環器

内科 内分泌代謝内科 腎臓内科 

血液内科 外科 整形外科 小児

科 麻酔科 精神科 産婦人科 

心臓血管外科 呼吸器外科 脳神

経外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 

耳鼻咽喉科 放射線科 

8 済生会富山病院 堀江 幸男 
富山市楠木

33-1 
250 

内科 外科 整形外科 脳神経外

科 泌尿器科 眼科  麻酔科 

救急部  



Ⅱ-4 

 病院名 院長名 所在地 病床数 研修可能な診療科等 

9 

富山県リハビリ

テーション病院・こ

ども支援センター 

影近 謙治 
富山市下飯

野 36 番地 
232 

整形外科 神経内科 リハビリ

テーション科 小児科  

精神科（児童精神科） 

10 射水市民病院 島多 勝夫 
射水市朴木

20 
199 

内科 循環器内科 外科 整形外科 

小児科 眼科 耳鼻咽喉科 

11 高岡市民病院 薮下 和久 
高岡市宝町

4-1 
401 

内科 循環器科 脳神経内科 消

化器内科 外科 整形外科 小児

科 産婦人科 精神科 麻酔科・救

急 胸部血管外科 形成外科  

皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽

喉科 放射線科 病理診断科 リ

ハビリテーション科 

12 済生会高岡病院 川端 雅彦 
高岡市二塚

387-1 
251 

内科 小児科 外科 整形外科 

産婦人科 脳神経外科 耳鼻咽喉

科 眼科 皮膚科 泌尿器科 放

射線科 リハビリテーション科 

麻酔科 リウマチ科 救急 

13 厚生連高岡病院 寺田 光宏 
高岡市永楽

町 5-10 
533 

腎・膠原病内科 糖尿病・内分泌内

科 呼吸器内科 総合診療科 循

環器内科 腫瘍内科 脳神経内科

消化器内科 緩和ケア外科 小児

科 外科 整形外科 形成外科 

脳神経外科 胸部外科 皮膚科 

泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻

咽喉科 放射線科 麻酔科 救急 

リハビリテーション科 

14 
金沢医科大学 

氷見市民病院 
栂 博久 

氷見市鞍川

1130 
250 

循環器内科 消化器内科 腎臓内

科 内分泌・代謝科 呼吸器内科 

脳神経内科 高齢医学科 総合診

療科 一般・消化器内科 胸部心臓

血管外科 整形外科 脳神経外科 

眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 麻

酔科 

15 市立砺波総合病院 河合 博志 
砺波市新富

町 1-61 
471 

内科 消化器内科 循環器内科 

血液内科 糖尿病・内分泌内科 腎

臓内科 東洋医学科 救急・集中治

療部門 精神科 外科 大腸・肛門

外科 小児科 整形外科 形成外

科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器

科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 

麻酔科 放射線科 放射線治療科 

病理診断科 

16 南砺市民病院 清水 幸裕 
南砺市井波

938 
175 

内科 外科 整形外科 眼科 総

合診療科 地域医療（一般外来・在宅

医療含む） 
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 病院名 院長名 所在地 病床数 研修可能な診療科等 

17 
独立行政法人国立

病院機構北陸病院 
坂本  宏 

南砺市信末

5963 
274 精神科 

18 公立南砺中央病院 三浦 利則 
南砺市梅野

2007-5 
149 

外科 整形外科 内科 地域医療 

（一般外来・在宅医療含む） 

19 富山西総合病院 麻野井英次 

富山市婦中

町下轡田

1019 

154 

内科 外科 整形外科 脳神経外

科 形成外科 泌尿器科 地域医

療（一般外来・在宅医療含む） 

20 

独立行政法人地域

医療機能推進機構 

高岡ふしき病院 

高嶋修太郎 

高岡市伏木

古府元町

8-5 

199 

内科（総合診療） 脳神経内科 循

環器内科 呼吸器内科 消化器内

科 眼科 地域医療（一般外来・在宅

医療含む） 

21 魚津神経サナトリウム 伊井 雅康 
魚津市江口

1784-1 
150 精神科 

22 魚津緑ヶ丘病院 葛野 洋一 
魚津市大光

寺 287 
140 精神科 

23 谷野呉山病院 谷野亮一郎 
富山市北代

5200 
310 精神科 

24 常願寺病院 安田 幸雄 
富山市水橋

肘崎 438 
120 精神科 

25 川田病院 廣保  究 
高岡市京町

8-1 
140 精神科 

26 柴田病院 吉田真由子 
高岡市永楽

町 5-1 
124 精神科 

27 駅南あずさ病院 田尻 浩嗣 
高岡市二塚

371-1 
120 精神科 

28 糸魚川総合病院 山岸 文範 

新潟県糸魚

川市大字ヶ

花 457-1 

261 

内科（消化器内科、循環器内科、腎・

透析内科、糖尿病内科） 

外科 産婦人科 小児科 整形外

科 脳外科 眼科 救急 麻酔科  

29 上越総合病院 篭島 充 

新潟県上越

市大道福田

616 

313 

内科（呼吸器内科、消化器内科、腎・

糖尿病内科、循環器内科、神経内科）

救急科 総合診療科 外科 小児

科 産婦人科 脳神経外科 整形

外科 眼科 皮膚科 泌尿器科 

麻酔科 病理診断科 放射線診断

科 耳鼻咽喉科 

30 相澤病院 田内 克典 

長野県松本

市本庄

2-5-1 

460 

内科（消化器内科、循環器内科 脳

神経内科 腎臓内科 糖尿病内科 

総合内科）外科 救急科 麻酔科  

心臓血管外科 整形外科 形成外

科 泌尿器科 耳鼻いんこう科 

病理診断科 検査科 

31 愛育病院 安達 知子 

東京都港区

芝浦

1-16-10 

160 
産婦人科（MFICU含む）  

新生児科（NICU,GCU含む） 
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 病院名 院長名 所在地 病床数 研修可能な診療科等 

32 東名厚木病院 北野 義和 

神奈川県厚

木市船子

232 

282 
内科 外科 救急 整形外科 形

成外科 脳神経外科 呼吸器外科 

33 五島中央病院 竹島 史直 

長崎県五島

市吉久木町

205 

304 

内科、外科、整形外科、小児科、精

神科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽

喉科、眼科、放射線科 

34 熊本赤十字病院 平田 稔彦 

熊本県熊本

市東区長嶺

南二丁目 1

番 1号 

490 救急 

35 
大阪急性期・総合

医療センター 
嶋津  岳士 

大阪府大阪

市住吉区万

代 3-1-56 

865 救急 

36 

東京女子医科大学

附属足立医療セン

ター 

内潟 安子 

東京都足立

区江北

4-33-1 

444 救急 

37 

横浜市立大学附属

市民総合医療セン

ター 

榊原 秀也 

神奈川県横

浜市南区浦

舟町 4-57 

721 形成外科、救急 

38 高山赤十字病院 清島  満 

岐阜県高山

市天満町

3-11 

394 内科、外科、救急 

39 飛騨市民病院 黒木 嘉人 

岐阜県飛騨

市神岡町東

町 725 

81 地域医療（一般外来） 

40 たかはし内科医院 高橋  徹 
射水市三ケ

1028 
- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

41 藤田内科医院 藤田  聡 

富山市堀川

小泉町 1 丁

目 19-3 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

42 南洋クリニック 元尾 南洋 

富山市婦中

町下轡田

179-3 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

43 富山診療所 与島 明美 

富山市千石

町 2丁目

2-6 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

44 大沢野クリニック 上田 晋介 
富山市上二

杉 420-2 
- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

45 
とうめい厚木 

クリニック 
河野 昌史 

神奈川県厚

木市船子

237 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

46 うさかクリニック 鍵谷 聡志 

富山市婦中

町宮ケ島

508-3 

- 地域医療（一般外来） 



Ⅱ-7 

47 
にしだ内科クリ

ニック 
西田 邦洋 

富山市城川

原 1丁目

17-27 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

48 宮林クリニック 宮林弘太郎 
射水市本町

3-12-28 
- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

49 奈留医療センター 竹島 史直 

長崎県五島

市奈留町浦

1644 

19 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

50 富江病院 小原 則博 

長崎県五島

市富江町狩

立 499 

55 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

51 
うむやすみゃあ

す・ん診療所 
竹井 太 

沖縄県宮古

島市平良字

下里 1477-4 

- 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

52 町立厚岸病院 佐々木暢彦 

北海道厚岸

郡厚岸町住

の江 1-1 

55 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

53 摩周厚生病院 舛田 和之 

北海道川上

郡弟子屈町

泉 2丁目

3-1 

99 地域医療（一般外来・在宅医療含む） 

 

 

 

 

保健・医療行政 

 施設名 所長名 所在地 選択 

1 富山市保健所 瀧波 賢治 富山市蜷川 459-1 保健・医療行政 

2 富山県新川厚生センター 大江  浩 黒部市堀切新 343 保健・医療行政 

3 富山県中部厚生センター 長瀬 博文 中新川郡上市町横法音寺 40 保健・医療行政 

4 富山県高岡厚生センター 垣内 孝子 高岡市赤祖父 211 保健・医療行政 

5 富山県砺波厚生センター 松倉 知晴 南砺市高儀 147 保健・医療行政 

6 富山県赤十字血液センター 横川  博 富山市飯野 26-1 保健・医療行政 

7 南砺市利賀診療所 菊島 明浩 南砺市利賀村 25 保健・医療行政 

8 南砺市上平診療所 中垣 成子 南砺市西赤尾町 253 保健・医療行政 

9 国立保健医療科学院 曽根 智史 埼玉県和光市南 2-3-6 保健・医療行政 
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プログラム指導医 

 基幹型臨床研修病院：富山大学附属病院 

診療科（部） 研修指導責任者 研修担当責任者 指導医数 

内科 

（和漢診療科・脳神経内

科・感染症科・総合診療

科を含む） 

戸邉 一之 

絹川弘一郎 

安田 一朗 

佐藤  勉 

貝沼 茂三郎 

中辻 裕司 

山本 善裕 

北 啓一朗 

篠田 晃一郎 

上野 博志 

安藤 孝将 

和田 暁法 

藤本  誠 

道具 伸浩 

長岡 健太郎 

北 啓一朗 

４１名 

皮膚科 清水 忠道 牧野 輝彦 名 

小児科 足立 雄一 田中 朋美 ８名 

神経精神科 鈴木 道雄 高橋  努 ５名 

放射線科 野口  京 

齋藤 淳一 

鳴戸 規人 

 

５名 

外科 
芳村 直樹 

藤井  努 

山下 昭雄 

吉岡 伊作 
１３名 

脳神経外科 黒田  敏 堀 恵美子 ２名 

整形外科 川口 善治 下条 竜一  ５名 

産科婦人科 中島 彰俊 島 友子 ９名 

眼科 林  篤志 柚木 達也 ９名 

耳鼻咽喉科 將積日出夫 阿部 秀晴 ３名 

泌尿器科 北村  寛 藤内 靖喜 ３名 

形成再建外科・美容外科 佐武 利彦 小野田 聡 ２名 

麻酔科 林  篤志 佐々木 利佳 ６名 

リハビリテーション科 服部 憲明  １名 

手術部 芳村 直樹 釈永 清志 ２名 

[救急]災害・救命センター 若杉 雅浩 若杉 雅浩 ６名 

検査・輸血細胞治療部 仁井見 英樹 村上 純 ３名 

集中治療部 若杉 雅浩 澁谷 伸子 ２名 

光学医療診療部 安田 一朗 藤浪  斗 １名 

周産母子センター 吉田 丈俊  ４名 

病理部 平林 健一  ５名 

透析部 絹川弘一郎 小池 勤 ２名 

臨床腫瘍部 林  龍二 梶浦 新也 ２名 

歯科口腔外科 野口  誠 藤原 久美子 ５名 
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協力病院及び協力施設 

病院・施設名 研修指導責任者 指導医数 

黒部市民病院 竹田 慎一 ４０人 

あさひ総合病院 東山 考一 ８人 

富山労災病院 平野 典和 ２４人 

かみいち総合病院 浦風 雅春 ２人 

富山県立中央病院 音羽 勘一 ９４人 

富山市民病院 上山本 伸治 ３９人 

富山赤十字病院 川根 隆志 ３７人 

済生会富山病院 久保 道也 ２２人 
富山県リハビリテーション病院・ 
こども支援センター 影近 謙治 ７人 

射水市民病院 原田 大輔 ７人 

高岡市民病院 中谷 敦子 ３２人 

済生会高岡病院 川端 雅彦 ２６人 

厚生連高岡病院 寺田 光宏 ５５人 

金沢医科大学氷見市民病院 福田 昭宏 ２５人 

市立砺波総合病院 白石 浩一 ４４人 

南砺市民病院 荒幡 昌久 ２１人 

独立行政法人国立病院機構北陸病院 白石  潤 ６人 

公立南砺中央病院 三浦 利則 ４人 

富山西総合病院 山本 精一 １３人 
独立行政法人地域医療機能推進機構 
高岡ふしき病院 高嶋修太郎 ２人 

魚津神経サナトリウム 谷井 美雪 １人 

魚津緑ヶ丘病院 葛野 洋一 １人 

谷野呉山病院 谷野亮一郎 ７人 

常願寺病院 堀  有行 ２人 

川田病院 廣保  究 ２人 

柴田病院 成瀬 恵理 ３人 

駅南あずさ病院 田仲 耕大 ３人 

糸魚川総合病院 澤田 成朗 １７人 

上越総合病院 大堀 高志 ４５人 

相澤病院 山本 智清 ７０人 

愛育病院 山下 隆博 ７人 

東名厚木病院 野村 直樹 ２５人 

五島中央病院 福嶋 伸良 １６人 

熊本赤十字病院 奥本 克己 ８人 

大阪急性期・総合医療センター 藤見  聡 ５２人 

東京女子医科大学附属足立医療センター 佐倉  宏 ９３人 

横浜市立大学附属市民総合医療センター  小森 万希子 １０１人 

高山赤十字病院 白子 順子 ３４人 

飛騨市民病院 黒木 嘉人 ３人 

たかはし内科医院 高橋  徹 １人 

藤田内科医院 藤田  聡 １人 

南洋クリニック 元尾 南洋 １人 

富山診療所 与島 明美 １人 
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病院・施設名 研修指導責任者 指導医数 

大沢野クリニック 安達 康子 １人 

とうめい厚木クリニック 河野 昌史 １人 

うさかクリニック 鍵谷 聡志 １人 

にしだ内科クリニック 西田 邦洋 １人 

宮林クリニック 宮林 弘太郎 １人 

奈留医療センター 竹島 史直 １人 

富江病院 小原 則博 １人 

うむやすみゃあす・ん診療所 竹井 太 １人 

町立厚岸病院 佐々木 暢彦 ３人 

摩周厚生病院 舛田 和之 ２人 

富山市保健所 瀧波 賢治 １人 

富山県新川厚生センター 大江  浩 １人 

富山県中部厚生センター 長瀬 博文 １人 

富山県高岡厚生センター 垣内 孝子 １人 

富山県砺波厚生センター 松倉 知晴 １人 

富山県赤十字血液センター 横川  博 １人 

南砺市利賀診療所 菊島 明浩    １人 

南砺市上平診療所 中垣 成子    １人 

国立保健医療科学院 町田 宗仁 １人 

 

 

プログラムの管理 

本プログラムの管理運営は、富山大学附属病院卒後臨床研修病院群研修管理委員会が行

う。この規程は別に定める。実務は富山大学附属病院卒後臨床研修センターが行い、本セ

ンター規程は別に定める。本センターは基幹型臨床研修病院である富山大学附属病院内に

置く。富山大学附属病院長、本センター長、富山大学附属病院におけるコア科の指導責任

者並びに協力病院及び協力施設の代表者等により研修プログラムの管理運営を行う。また、

協力病院及び協力施設にはそれぞれの研修担当責任者を置き、本センターと緊密な連携を

図りながら、個々の研修の評価を行う。 

 

指導体制と指導医の役割 

本院の診療科に指導責任者を置く。協力病院及び協力施設にはそれぞれの研修担当責任

者を置き、研修の指導及び評価を行う。 

指導医は卒後７年以上で十分な臨床経験と指導経験を有する者とする。指導医は各診療

科の認定医や専門医で、各種指導医研修、教育方法研修などの講習を受講し、指導者とし

ての十分な力量を備えるべく努力するものとする。 

指導医は、研修医の診療録の記載について指導及び確認をするものとする。 

また、指導医は研修医からの評価を受けることとする。 
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Ⅱ.研修施設の概要 
臨床研修の到達目標、方略及び評価 

 

 

臨床研修の基本理念（医師法第一六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令） 
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療 

の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に 
対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。 

 
 

Ⅰ 到達目標 

 

医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄与する職業の重大性を深く 
認識し、医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）及び医師としての使命の遂行に 
必要な資質・能力を身に付けなくてはならない。医師としての基盤形成の段階にある研修医は、 
基本的価値観を自らのものとし、基本的診療業務ができるレベルの資質・能力を修得する。 

 

 

Ａ．医師としての基本的価値観（プロフェッショナルリズム） 

 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

  社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な 
医療の提供及び公衆衛生の向上に努める。 

２．利他的な態度 
患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

３．人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 
４．自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

 Ｂ．資質・能力 

 

１．医学・医療における倫理性 
診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

 ① 人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 
 ② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 
 ③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 
 ④ 利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 
 ⑤ 診療、研究、教育の透明性を確保し、不正行為の防止に努める。 

Ⅲ.臨床研修の概要 
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２．医学知識と問題対応能力 
最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学的

根拠に経験を加味して解決を図る。 
 ① 頻度の高い症候について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応を行う。 
 ② 患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮した臨床 

決断を行う。 
 ③ 保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 
３．診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 
 ① 患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。 
 ② 患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。 
 ③ 診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 
４．コミュニケーション能力 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

 ① 適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 
 ② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の主体的な 

意思決定を支援する。 
 ③ 患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 
５．チーム医療の実践 
  医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 
 ① 医療を提供する組織やチームの目的、チームの各構成員の役割を理解する。 
 ② チームの各構成員と情報を共有し、連携を図る。 

６．医療の質と安全の管理 
  患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 
 ① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 
 ② 日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 
 ③ 医療事故等の予防と事後の対応を行う。 
④ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、自らの健康管理に 

努める。 

７．社会における医療の実践 
  医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会と国 

際社会に貢献する。 
 ① 保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 
 ② 医療費の患者負担に配慮しつつ、健康保険、公費負担医療を適切に活用する。 
 ③ 地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。 
 ④ 予防医療・保健・健康増進に努める。 
 ⑤ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 
 ⑥ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。 
８．科学的探究 
  医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展 

に寄与する。 
 ① 医療上の疑問点を研究課題に変換する。 
 ② 科学的研究方法を理解し、活用する。 
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 ③ 臨床研究や治験の意義を理解し、協力する。 
９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 
  医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携 

わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 
 ① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 
 ② 同僚、後輩、医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 
 ③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌やゲノム医療等を含む。）を把握する。 
  
 Ｃ．基本的診療業務 

 

  コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、以下の各領域において、単独で診療がで 
きる。 

１．一般外来診療 
  頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を行い、主な慢 

性疾患については継続診療ができる。 
２．病棟診療 
  急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全身的な診 

療とケアを行い、地域連携に配慮した退院調整ができる。 
３．初期救急対応 
  緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時には応急処 

置や院内外の専門部門と連携ができる。 
４．地域医療 
  地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉に関わ 

る種々の施設や組織と連携できる。 
 
 

Ⅱ 実務研修の方略 

 

  
 研修期間 

 

研修期間は原則として２年間以上とする。 

協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、原則とし 
て、１年以上は基幹型臨床研修病院で研修を行う。なお、地域医療等における研修期間を、12 週を 
上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができる。 
 
 
 臨床研修を行う分野・診療科 

 

① 内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急、地域医療を必修分野とする。また、一般外来 
での研修を含めること。 

② 原則として、内科 24 週以上、救急 12 週以上、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療 
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それぞれ４週以上の研修を行う。なお、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療については、 
８週以上の研修を行うことが望ましい。 

③ 原則として、各分野は一定のまとまった期間に研修（ブロック研修）を行うことを基本とす 
る。ただし、救急については、４週以上のまとまった期間に研修を行った上で、週１回の研修を 
通年で実施するなど特定の期間一定の頻度により行う研修（並行研修） を行うことも可能である。 
なお、特定の必修分野を研修中に、救急の並行研修を行う場合、その日数は当該特定の必修分野 
の研修期間に含めないこととする。 

④ 内科については、入院患者の一般的・全身的な診療とケア、及び一般診療で頻繁に関わる症 
候や内科的疾患に対応するために、幅広い内科的疾患に対する診療を行う病棟研修を含むこと。 

⑤ 外科については、一般診療において頻繁に関わる外科的疾患への対応、基本的な外科手技の 
習得、周術期の全身管理などに対応するために、幅広い外科的疾患に対する診療を行う病棟研 
修を含むこと。 

⑥ 小児科については、小児の心理・社会的側面に配慮しつつ、新生児期から思春期までの各発 
達段階に応じた総合的な診療を行うために、幅広い小児科疾患に対する診療を行う病棟研修を 
含むこと。 

⑦ 産婦人科については、妊娠・出産、産科疾患や婦人科疾患、思春期や更年期における医学的 
対応などを含む一般診療において頻繁に遭遇する女性の健康問題への対応等を習得するために、 
幅広い産婦人科領域に対する診療を行う病棟研修を含むこと。 

⑧ 精神科については、精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応す 
るために、精神科専門外来又は精神科リエゾンチームでの研修を含むこと。なお、急性期入院患 
者の診療を行うことが望ましい。 

⑨ 救急については、頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応の研修を 
含むこと。また、麻酔科における研修期間を、４週を上限として、救急の研修期間とすること 
ができる。麻酔科を研修する場合には、気管挿管を含む気道管理及び呼吸管理、急性期の輸液・ 
輸血療法、並びに血行動態管理法についての研修を含むこと。 

⑩ 一般外来での研修については、ブロック研修又は並行研修により、４週以上の研修を行うこ 
と。なお、受入状況に配慮しつつ、８週以上の研修を行うことが望ましい。また、症候・病態について 
適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢性疾患の継続診療を行うために、特定の症候 
や疾病に偏ることなく、原則として初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続診療を含む研修を行うこと。 
例えば、総合診療、一般内科、一般外科、小児科、地域医療等における研修が想定され、特定の症候や 
疾病のみを診察する専門外来や、慢性疾患患者の継続診療を行わない救急外来、予防接種や健診・検診 
などの特定の診療のみを目的とした外来は含まれない。一般外来研修においては、他の必修分野等との 
同時研修を行うことも可能である。 

⑪ 地域医療については、原則として、２年次に行うこと。また、へき地・離島の医療機関、許 
可病床数が 200 床未満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。さらに研修内容と 
しては以下に留意すること。 
１）一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療の研 
修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はない。 

 ２）病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。 
 ３）医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの実際 

について学ぶ機会を十分に含めること。 
⑫ 選択研修として、保健・医療行政の研修を行う場合、研修施設としては、保健所、介護老人 

保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、検診・健診の実施施設、国際機関、行政機 
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関、矯正施設、産業保健等が考えられる。 
⑬ 全研修期間を通じて、感染対策（院内感染や性感染症等）、予防医療（予防接種等）、 虐待への 
対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）、臨床病理検討会 
（ＣＰＣ）等、基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修を含むこと。また、診 
療領域・職種横断的なチーム（感染制御、緩和ケア、栄養サポート、認知症ケア、退院支援等） 
の活動に参加することや、児童・思春期精神科領域（発達障害等）、薬剤耐性菌、ゲノム医療等、 
社会的要請の強い分野・領域等に関する研修を含むことが望ましい。 
 

 
 経験すべき症候 

 

 外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査所見 
に基づく臨床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 
 ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・失神、 
けいれん発作、視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔気・嘔吐、腹痛、 
便通異常（下痢・便秘）、熱傷・外傷、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・筋力低下、排尿障害（尿失禁・ 
排尿困難）、興奮・せん妄、抑うつ、成長・発達の障害、妊娠・出産、終末期の症候（29 症候） 

 
 
 経験すべき疾病・病態 

 

 外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 
 脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺癌、肺炎、急性上気道炎、 
 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎・肝硬変、胆石症、 
大腸癌、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿病、脂質異常症、うつ病、 
統合失調症、依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博）（26 疾病・病態） 
 
 
※ 経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常業務において作 
成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン（診断、 
治療、教育）、考察等を含むこと。 

  
 

その他（経験すべき診察法・検査・手技等） 
 
① 医療面接 
② 身体診察 
③ 臨床推論 
④ 臨床手技 
⑤ 検査手技 
⑥ 地域包括ケア・社会的視点 
⑦ 診療録 
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Ⅲ 到達目標の達成度評価 

 
 研修医が到達目標を達成しているかどうかは、各分野・診療科のローテーション終了時に、医 
師及び医師以外の医療職が別添の研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを用いて評価し、評価票は研修管理委 
員会で保管する。医師以外の医療職には、看護師を含むことが望ましい。 
 上記評価の結果を踏まえて、少なくとも年２回、プログラム責任者・研修管理委員会委員が、 
研修医に対して形成的評価（フィードバック）を行う。 
 ２年間の研修終了時に、研修管理委員会において、研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを勘案して作成さ 
れる「臨床研修の目標の達成度判定票」を用いて、到達目標の達成状況について評価する。 
 
 
 研修医評価票 

 
Ⅰ．「Ａ．医師としての基本的価値観（プロフェッショナルリズム）」に関する評価 

Ａ－１．社会的使命と公衆衛生への寄与 
Ａ－２．利他的な態度 
Ａ－３．人間性の尊重 
Ａ－４．自らを高める姿勢 

 
Ⅱ．「Ｂ．資質・能力」に関する評価 
  Ｂ－１．医学・医療における倫理性 
  Ｂ－２．医学知識と問題対応能力 
  Ｂ－３．診療技能と患者ケア 
  Ｂ－４．コミュニケーション能力 
  Ｂ－５．チーム医療の実践 
  Ｂ－６．医療の質と安全の管理 
  Ｂ－７．社会における医療の実践 
  Ｂ－８．科学的探究 

Ｂ－９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 
 

Ⅲ．「Ｃ．基本的診療業務」に関する評価 
  Ｃ－１．一般外来診療 
  Ｃ－２．病棟診療 
  Ｃ－３．初期救急対応 
  Ｃ－４．地域医療 
 



 
 

 

研修医評価票 Ⅰ 

 

「A. 医師としての基本的価値観(プロフェッショナリズム)」に関する評価 

 

研修医名              

研修分野・診療科                   

観察者 氏名              区分 □医師 □医師以外（職種名         ） 

観察期間     年   月   日 ～     年   月   日 

記載日      年   月   日 

 

 

レベル１ 

 

期待を 

大きく 

下回る 

レベル２ 

 

期待を 

下回る 

 

レベル３ 

 

期待 

通り 

 

レベル４ 

 

期待を 

大きく 

上回る 

観察 

機会 

なし 

A-1. 社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の

変遷に配慮した公正な医療の提供及び公衆衛生の向上に努める。 

□ □ □ □ □ 

A-2. 利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自

己決定権を尊重する。 

□ □ □ □ □ 

A-3. 人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いや

りの心を持って接する。 

□ □ □ □ □ 

A-4. 自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 
□ □ □ □ □ 

※「期待」とは、「研修修了時に期待される状態」とする。 
 
 
印象に残るエピソードがあれば記述して下さい。特に、「期待を大きく下回る」とした場合は必ず記入をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式１８ 
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研修医評価票 Ⅱ 
 

「B. 資質・能力」に関する評価 
 
 
 

研修医名：             

研修分野・診療科：                  

観察者 氏名              区分 □医師 □医師以外（職種名         ） 

観察期間     年   月   日 ～     年   月   日 

記載日      年   月   日 

 

レベルの説明 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
レベル１ 

 
レベル２ 

 
レベル３ 

 
レベル４ 

 
臨床研修の開始時点で 
期待されるレベル 
（モデル・コア・カリキュラム相当） 

 
臨床研修の中間時点で 
期待されるレベル 
 

 
臨床研修の終了時点で 
期待されるレベル 

（到達目標相当） 
 

 
上級医として 
期待されるレベル 
 

様式１９ 

Ⅲ-8 



 
 

1. 医学・医療における倫理性： 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 

研修終了時で期待されるレベル 

レベル４ 
 

■医学・医療の歴史的な流れ、臨

床倫理や生と死に係る倫理的問

題、各種倫理に関する規範を概説

できる。 

■患者の基本的権利、自己決定権

の意義、患者の価値観、インフォ

ームドコンセントとインフォー

ムドアセントなどの意義と必要

性を説明できる。 

■患者のプライバシーに配慮し、

守秘義務の重要性を理解した上

で適切な取り扱いができる。 

人間の尊厳と生命の不可侵

性に関して尊重の念を示

す。 

人間の尊厳を守り、生命の不

可侵性を尊重する。 

モデルとなる行動を他者に

示す。 

患者のプライバシーに最低

限配慮し、守秘義務を果た

す。 

患者のプライバシーに配慮

し、守秘義務を果たす。 

モデルとなる行動を他者に

示す。 

倫理的ジレンマの存在を認

識する。 

倫理的ジレンマを認識し、相

互尊重に基づき対応する。 

倫理的ジレンマを認識し、

相互尊重に基づいて多面的

に判断し、対応する。 

利益相反の存在を認識す

る。 

利益相反を認識し、管理方針

に準拠して対応する。 

モデルとなる行動を他者に

示す。 

診療、研究、教育に必要な

透明性確保と不正行為の防

止を認識する。 

診療、研究、教育の透明性を

確保し、不正行為の防止に努

める。 

モデルとなる行動を他者に

示す。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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2. 医学知識と問題対応能力： 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科

学的根拠に経験を加味して解決を図る。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■必要な課題を発見し、重要

性・必要性に照らし、順位付

けをし、解決にあたり、他の

学習者や教員と協力してより

良い具体的な方法を見出すこ

とができる。適切な自己評価

と改善のための方策を立てる

ことができる。 

■講義、教科書、検索情報な

どを統合し、自らの考えを示

すことができる。 

頻度の高い症候について、

基本的な鑑別診断を挙げ、

初期対応を計画する。 

頻度の高い症候について、適

切な臨床推論のプロセスを

経て、鑑別診断と初期対応を

行う。 

主な症候について、十分な鑑

別診断と初期対応をする。 

基本的な情報を収集し、医

学的知見に基づいて臨床決

断を検討する。 

患者情報を収集し、最新の医

学的知見に基づいて、患者の

意向や生活の質に配慮した

臨床決断を行う。 

患者に関する詳細な情報を収

集し、最新の医学的知見と患

者の意向や生活の質への配慮

を統合した臨床決断をする。 

保健・医療・福祉の各側面

に配慮した診療計画を立案

する。 

保健・医療・福祉の各側面に

配慮した診療計画を立案し、

実行する。 

保健・医療・福祉の各側面に

配慮した診療計画を立案し、

患者背景、多職種連携も勘案

して実行する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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3. 診療技能と患者ケア： 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■必要最低限の病歴を聴取

し、網羅的に系統立てて、身

体診察を行うことができる。 

■基本的な臨床技能を理解

し、適切な態度で診断治療を

行うことができる。 

■問題志向型医療記録形式で

診療録を作成し、必要に応じ

て医療文書を作成できる。 

■緊急を要する病態、慢性疾

患、に関して説明ができる。 

必要最低限の患者の健康

状態に関する情報を心

理・社会的側面を含めて、

安全に収集する。 

患者の健康状態に関する情

報を、心理・社会的側面を含

めて、効果的かつ安全に収集

する。 

複雑な症例において、患者の健

康に関する情報を心理・社会的

側面を含めて、効果的かつ安全

に収集する。 

基本的な疾患の最適な治

療を安全に実施する。 

患者の状態に合わせた、最適

な治療を安全に実施する。 

複雑な疾患の最適な治療を患

者の状態に合わせて安全に実

施する。 

最低限必要な情報を含ん

だ診療内容とその根拠に

関する医療記録や文書

を、適切に作成する。 

診療内容とその根拠に関す

る医療記録や文書を、適切か

つ遅滞なく作成する。 

必要かつ十分な診療内容とそ

の根拠に関する医療記録や文

書を、適切かつ遅滞なく作成で

き、記載の模範を示せる。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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4. コミュニケーション能力： 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■コミュニケーションの方法

と技能、及ぼす影響を概説で

きる。 

■良好な人間関係を築くこと

ができ、患者・家族に共感で

きる。 

■患者・家族の苦痛に配慮し、

分かりやすい言葉で心理的社

会的課題を把握し、整理でき

る。 

■患者の要望への対処の仕方

を説明できる。 

最低限の言葉遣い、態度、

身だしなみで患者や家族に

接する。 

適切な言葉遣い、礼儀正し

い態度、身だしなみで患者

や家族に接する。 

適切な言葉遣い、礼儀正しい態

度、身だしなみで、状況や患者

家族の思いに合わせた態度で

患者や家族に接する。 

 

患者や家族にとって必要最

低限の情報を整理し、説明

できる。指導医とともに患

者の主体的な意思決定を支

援する。 

患者や家族にとって必要な

情報を整理し、分かりやす

い言葉で説明して、患者の

主体的な意思決定を支援す

る。 

患者や家族にとって必要かつ

十分な情報を適切に整理し、分

かりやすい言葉で説明し、医学

的判断を加味した上で患者の

主体的な意思決定を支援する。 

患者や家族の主要なニーズ

を把握する。 

患者や家族のニーズを身

体・心理・社会的側面から

把握する。 

患者や家族のニーズを身体・心

理・社会的側面から把握し、統

合する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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5. チーム医療の実践： 

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■チーム医療の意義を説明で

き、（学生として）チームの一

員として診療に参加できる。 

■自分の限界を認識し、他の

医療従事者の援助を求めるこ

とができる。 

■チーム医療における医師の

役割を説明できる。 

単純な事例において、医療

を提供する組織やチームの

目的等を理解する。 

 

医療を提供する組織やチ

ームの目的、チームの各構

成員の役割を理解する。 

複雑な事例において、医療を

提供する組織やチームの目的

とチームの目的等を理解した

うえで実践する。 

単純な事例において、チー

ムの各構成員と情報を共有

し、連携を図る。 

チームの各構成員と情報

を共有し、連携を図る。 

チームの各構成員と情報を積

極的に共有し、連携して最善

のチーム医療を実践する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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6. 医療の質と安全の管理： 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■医療事故の防止において個

人の注意、組織的なリスク管理

の重要性を説明できる 

■医療現場における報告・連

絡・相談の重要性、医療文書の

改ざんの違法性を説明できる 

■医療安全管理体制の在り方、

医療関連感染症の原因と防止

に関して概説できる 

医療の質と患者安全の重要

性を理解する。 

医療の質と患者安全の重要

性を理解し、それらの評

価・改善に努める。 

医療の質と患者安全につい

て、日常的に認識・評価し、

改善を提言する。 

日常業務において、適切な

頻度で報告、連絡、相談が

できる。 

日常業務の一環として、報

告・連絡・相談を実践する。 

報告・連絡・相談を実践す

るとともに、報告・連絡・

相談に対応する。 

一般的な医療事故等の予防

と事後対応の必要性を理解

する。 

医療事故等の予防と事後の

対応を行う。 

非典型的な医療事故等を個

別に分析し、予防と事後対

応を行う。 

医療従事者の健康管理と自

らの健康管理の必要性を理

解する。 

医療従事者の健康管理（予

防接種や針刺し事故への対

応を含む。）を理解し、自

らの健康管理に努める。 

自らの健康管理、他の医療

従事者の健康管理に努め

る。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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7. 社会における医療の実践： 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社

会と国際社会に貢献する。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■離島・へき地を含む地域社会

における医療の状況、医師偏在

の現状を概説できる。 

■医療計画及び地域医療構想、

地域包括ケア、地域保健などを

説明できる。 

■災害医療を説明できる 

■（学生として）地域医療に積

極的に参加・貢献する 

保健医療に関する法規・制

度を理解する。 

保健医療に関する法規・制

度の目的と仕組みを理解す

る。 

保健医療に関する法規・制

度の目的と仕組みを理解

し、実臨床に適用する。 

健康保険、公費負担医療の

制度を理解する。 

医療費の患者負担に配慮し

つつ、健康保険、公費負担

医療を適切に活用する。 

健康保険、公費負担医療の

適用の可否を判断し、適切

に活用する。 

地域の健康問題やニーズを

把握する重要性を理解す

る。 

地域の健康問題やニーズを

把握し、必要な対策を提案

する。 

地域の健康問題やニーズを

把握し、必要な対策を提

案・実行する。 

予防医療・保健・健康増進

の必要性を理解する。 

予防医療・保健・健康増進

に努める。 

予防医療・保健・健康増進

について具体的な改善案な

どを提示する。 

地域包括ケアシステムを理

解する。 

地域包括ケアシステムを理

解し、その推進に貢献する。 

地域包括ケアシステムを理

解し、その推進に積極的に

参画する。 

災害や感染症パンデミック

などの非日常的な医療需要

が起こりうることを理解す

る。 

災害や感染症パンデミック

などの非日常的な医療需要

に備える。 

災害や感染症パンデミック

などの非日常的な医療需要

を想定し、組織的な対応を

主導する実際に対応する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント：  
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8. 科学的探究： 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療

の発展に寄与する。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■研究は医学・医療の発展や患

者の利益の増進のために行わ

れることを説明できる。 

■生命科学の講義、実習、患者

や疾患の分析から得られた情

報や知識を基に疾患の理解・診

断・治療の深化につなげること

ができる。 

医療上の疑問点を認識す

る。 

医療上の疑問点を研究課題

に変換する。 

医療上の疑問点を研究課題

に変換し、研究計画を立案

する。 

科学的研究方法を理解す

る。 

科学的研究方法を理解し、

活用する。 

科学的研究方法を目的に合

わせて活用実践する。 

臨床研究や治験の意義を理

解する。 

臨床研究や治験の意義を理

解し、協力する。 

臨床研究や治験の意義を理

解し、実臨床で協力・実施

する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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9. 生涯にわたって共に学ぶ姿勢： 

医療の質の向上のために省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成

にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

レベル１ 
モデル・コア・カリキュラム 

レベル２ 
 

レベル３ 
研修終了時に期待されるレベル 

レベル４ 
 

■生涯学習の重要性を説明で

き、継続的学習に必要な情報を

収集できる。 

急速に変化・発展する医学

知識・技術の吸収の必要性

を認識する。 

急速に変化・発展する医学

知識・技術の吸収に努める。 

急速に変化・発展する医学

知識・技術の吸収のために、

常に自己省察し、自己研鑽

のために努力する。 

同僚、後輩、医師以外の医

療職から学ぶ姿勢を維持す

る。 

同僚、後輩、医師以外の医

療職と互いに教え、学びあ

う。 

同僚、後輩、医師以外の医

療職と共に研鑽しながら、

後進を育成する。 

国内外の政策や医学及び医

療の最新動向（薬剤耐性菌

やゲノム医療等を含む。）の

重要性を認識する。 

国内外の政策や医学及び医

療の最新動向（薬剤耐性菌

やゲノム医療等を含む。）を

把握する。 

国内外の政策や医学及び医

療の最新動向（薬剤耐性菌

やゲノム医療等を含む。）を

把握し、実臨床に活用する。 

□ □ □ □ □ □ □ 

□ 観察する機会が無かった 

コメント： 
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研修医評価票 Ⅲ 

 

「C. 基本的診療業務」に関する評価 

 

研修医名              

研修分野・診療科                   

観察者 氏名              区分 □医師 □医師以外（職種名         ） 

観察期間     年   月   日 ～     年   月   日 

記載日      年   月   日 

 

レベル 

レベル１ 

 

指導医の

直接の監

督の下で

できる 

 

レベル２ 

 

指導医が

すぐに対

応できる

状況下で

できる 

レベル３ 

 

ほぼ単独

でできる 

 

 

 

レベル４ 

 

後進を指

導できる 

 

 

 

観察 

機会 

なし 

C-1. 一般外来診療 

頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・

治療を行い、主な慢性疾患については継続診療ができる。 
□ □ □ □ □ 

C-2. 病棟診療 

急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の

一般的・全身的な診療とケアを行い、地域連携に配慮した退院調整がで

きる。 

□ □ □ □ □ 

C-3. 初期救急対応 

緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断

し、必要時には応急処置や院内外の専門部門と連携ができる。 
□ □ □ □ □ 

C-4. 地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介

護・保健・福祉に関わる種々の施設や組織と連携できる。 
□ □ □ □ □ 

 
 
 
印象に残るエピソードがあれば記述して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２０ 
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臨床研修の目標の達成度判定票 

 

研修医氏名：                        

臨床研修の目標の達成状況 □既達    □未達 

（臨床研修の目標の達成に必要となる条件等） 

 

 

 

 

年  月  日 

○○プログラム・プログラム責任者                    
 

A.医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

到達目標 
達成状況： 

既達／未達 
備   考 

1.社会的使命と公衆衛生への寄与 □既   □未  

2.利他的な態度 □既   □未  

3.人間性の尊重 □既   □未  

4.自らを高める姿勢 □既   □未  

B.資質・能力 

到達目標 既達／未達 備   考 

1.医学・医療における倫理性 □既   □未  

2.医学知識と問題対応能力 □既   □未  

3.診療技能と患者ケア □既   □未  

4.コミュニケーション能力 □既   □未  

5.チーム医療の実践 □既   □未  

6.医療の質と安全の管理 □既   □未  

7.社会における医療の実践 □既   □未  

8.科学的探究 □既   □未  

9.生涯にわたって共に学ぶ姿勢 □既   □未  

C.基本的診療業務 

到達目標 既達／未達 備   考 

1.一般外来診療 □既   □未  

2.病棟診療 □既   □未  

3.初期救急対応 □既   □未  

4.地域医療 □既   □未  
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○臨床研修の達成度評価 
 

研修評価とフィードバック 

 
 臨床研修の達成度評価は、ＥＰＯＣ２（E-Portfolio of Clinical training）（オン

ライン臨床教育評価システム）により総括評価を行います。また、臨床研修センターでは研

修期間中の形成的評価として定期的あるいは必要に応じて随時研修医ごとに研修の進捗状

況を把握・評価し、修了基準で不足している部分を研修できるようにフィードバックします。 

 

【実務研修において経験する必須項目】 
・経験すべき症候（29症例） 

・経験すべき疾病・病態（26症例）（外科 1症例以上） 

・感染対策 

・予防医療 

・虐待への対応 

・社会復帰支援 

・緩和ケア 

・アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

・臨床病理検討会（ＣＰＣ） 
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評価の期限とフィードバック 

 

 
❶ＥＰＯＣ入力：EPOC2へは携帯端末からの入力も可能。随時入力、または研修修了後７日以内 

❷症例レポート：経験すべき「症候」「疾病・病態」のレポートは随時受け付けています 

❸レポート評価：症例レポートは研修センタースタッフが 1つ 1つ査読し評価します 

❹フィードバック：レポート提出状況、EPOC入力状況、研修医評価表を定期的に通知します 
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○臨床研修修了認定基準 

 

１．「経験すべき症候（29 症候）」と「経験すべき疾病・病態（26疾病・病態）」を全て経 

験すること。日常業務で作成する病歴要約で確認する。 

 

２．２年間の研修期間中に、院内感染や性感染症等を含む感染対策、予防接種等を含む予防

医療、虐待への対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング（Ａ

ＣＰ）、臨床病理検討会（ＣＰＣ）等、基本的な診療において必要な分野・領域等に関

する研修会に参加すること。 

  緩和ケアにおいては、厚生労働省が定める「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア 

研修会の開催指針」に準拠した内容の緩和ケア研修会に参加すること。 

 

３．上記内容の評価は、ＥＰＯＣ２（オンライン臨床教育強化システム）等により行う。 

ＥＰＯＣ２への入力は最終年度の 2月末日までとする。 

 

４．２年間で病休及び産休等で休む場合は、有給休暇を含めて 90日以内であること。 

 

５．上記の履修を修了した臨床研修医を対象に、プログラム責任者は、研修管理委員会に対 

して研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を「臨床研修の目標の達成度判定票（厚労 

省が定める様式 21）」を用いて報告する。 

 

６．評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価（目標等の達成度の評 

価及び臨床医としての適性の評価）に分けて行い、両者の基準が満たされた時に修了と 

認める。 

 

７．研修管理委員会での議を経て、研修管理委員会委員長（富山大学附属病院長）が適格者 

を認定し、臨床研修修了認定証を授与する。 
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Ⅳ－1 

Ⅳ.各診療科の特徴 
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応募資格 翌年医師免許取得見込みの者 

募集人数 ３２名 

応募条件 医師臨床研修マッチング協議会のマッチングプログラムに参加していること  

選考方法 面接による選考を行う 

募集期間 ２０２２年７月１日（金）～７月１３日（水） 

面 接 日 
２０２２年７月３０（土）・７月３１日（日） 

※上記の日に来られない場合は相談に応じます。 

応募方法 

申し込み用紙に必要事項（面接希望日を含む）を記載し、履歴書、臨

床研修希望調査票と共に本学卒後臨床研修センターへ送付（簡易書留）

もしくは持参してください。申し込みされた方へセンターから連絡し、

面接日を決定します。なお、マッチング後、定員に空席がある場合は

追加募集をします。 

   卒後臨床研修申込用紙 

   履歴書 

   臨床研修希望調査票 

 

 

※上記 Word書類は、卒後臨床研修センターHPにも掲載してあります。

ダウンロードしてご利用ください。 

 

応募締切 ２０２２年７月１３日（水） １７：００必着 

送 り 先 

〒930-0194 

富山市杉谷 2630 富山大学附属病院卒後臨床研修センター 

電話：076-434-7806 ＦＡＸ：076-415-8990 

Ｅ－ｍａｉｌ：resident@med.u-toyama.ac.jp 

 

詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

http:// www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/ 

Ⅴ.募集要項 



 

 

富山大学 ２０２３年度卒後臨床研修 申込用紙 

氏  名  

ふりがな  

生年月日  

卒業（予定）校名  

卒業（予定）年  

連絡先住所 

〒 

 

電話番号 

（自宅、携帯） 

メールアドレス  

面接希望日 

① 面接可能な日にチェックを付けてください。 

（両日とも可能な場合は両方にチェック） 

□ ２０２２年７月３０日（土） 

□ ２０２２年７月３１日（日） 

 

備  考  

 

 



履 歴 書  
令和  年  月  日現在 

（富山大学附属病院用） 

応募の動機，目的，自己 PR等（必ず記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卒後研修についての希望記入欄（勤務地等，必ず記入） 

 

 

 

 

 

 

 その他（その他についての希望等があれば記入） 

 

 

 

 

 

 

ふりがな     男 ・ 女  
氏  名   

印 

生年月日 

昭和    年   月   日（  才） 

平成 

本 籍                 

 都道 

府県 

ふりがな  

電 話 現住所 

〒（  －    ） 

ふりがな  

電 話 連絡先（現住所以外） 

〒（  －    ） 

年 月 学 歴 

   

   

   

   

   

   

年 月 職              歴 

 

 
 

 

 

 

 

 

年 月 免 許 ・ 資 格 ・ 技 能 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈写  真〉 
 
縦 約 4.0cm 
横 約 3.0cm 
＊ 本人・単身 

脱帽・上半身 
＊ 背景無地 
＊ 裏面のりづけ 



 



臨床研修希望調査票 
※申込用紙と供に本学卒後臨床研修センターへ送付（簡易書留）もしくは持参してください。 

氏 名  出身大学名           大学 ・既卒者（    年卒業） 

 

1.富山大学附属病院であなたが行いたい臨床研修予定をお聞かせください。 

  ハンドメイドする際には下記のプログラムの原則に留意して、２年間の研修予定を作成してください。 

 ※1 内科 24 週、救急 12 週（但し、4 週は本院で救急研修を行うこと。また麻酔科(4 週）＋救急科(8 週)も可能。）、外科・小児科・産婦人科・精神科を各 4 週、 

地域医療研修は 2 年次に 4 週以上研修期間を組み入れてください。 

 ※2 本院での研修期間は 1 年以上研修すること。 

 ※3 特別枠の方は県外 24 週以内とする。 

（数字は週数） 

 

2.具体的な研修予定が未定の方はどのような研修を行いたいかもしくは研修を行いたい診療科を明記してください。 

 

 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 

  

                          

富山大学附属病院 卒後臨床研修センター 



 

 



臨床研修希望調査票 
※申込用紙と供に本学卒後臨床研修センターへ送付（簡易書留）もしくは持参してください。 

氏 名 杉谷 太郎 出身大学名       富山 大学 ・既卒者（    年卒業） 

 

1.富山大学附属病院であなたが行いたい臨床研修予定をお聞かせください。 

  ハンドメイドする際には下記のプログラムの原則に留意して、２年間の研修予定を作成してください。 

 ※1 内科 24 週、救急 12 週（但し、4 週は本院で救急研修を行うこと。また麻酔科(4 週）＋救急科(8 週)も可能。）、外科・小児科・産婦人科・精神科を各 4 週、 

地域医療研修は 2 年次に 4 週以上研修期間を組み入れてください。 

 ※2 本院での研修期間は 1 年以上研修すること。 

 ※3 特別枠の方は県外 24 週以内とする。 

（数字は週数） 

 

2.具体的な研修予定が未定の方はどのような研修を行いたいかもしくは研修を行いたい診療科を明記してください。 

内科系を志望している。1 年次は大学で基礎的なことを学びたい。協力病院では common diseases を経験したいと思う。 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 

富山大学附属病院 〇〇病院 

呼

内 

→ 代

内 

→ 救 

急 

→ → 精 

神 

二 

外 

小

児 

産 

科 

消 

内 

→ 地

域 

→ 神

内 

→ 腎 

内 

→ 循 

内 

→ 総

診 

→ 消 

内 

→ → 

富山大学附属病院 卒後臨床研修センター 



 

 

 



【卒後臨床研修センターまでのご案内】

センターの入口ドアに「関係者以外はご遠慮ください」との表示がありますが、
そのままお進みください。
スキルスラボ、研修医室を通過し、センター事務室は一番奥にございます。

正面エントランス、西エントランスどちらもご利用いただけます。
南エントランスは9：00～16：00までご利用いただけます。

ヘリポート側 

立

体

駐

車

場

側 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

研 修 
するなら 

 
国立大学法人 富山大学附属病院  卒後臨床研修センター 

〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630番地  
TEL:076-434-7806  FAX:076-415-8990 
E-mail:resident@med.u-toyama.ac.jp  

 
 

   

 

 

富山大学で! 
 

 
  

mailto:resident@med.u-toyama.ac.jp
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