
平成２９年度ＫＭＣＣキャリアパス（総合内科・総合診療科コース）募集要項 

 

１．キャリアパスについて 

（１）ＫＭＣＣキャリアパス（総合内科・総合診療科コース） 

   京都府内の病院が連携し、総合内科・総合診療部門の医師キャリア形成を支援

します。（概要は別紙のとおり） 

 

（２）研修施設 

   ・京都府立医科大学附属病院（総合医療・医学教育学講座） 

・京都府立医科大学附属北部医療センター（調整中） 

・医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 

・（独）国立病院機構京都医療センター 

・医療法人医仁会武田総合病院  

・市立福知山市民病院 

・京丹後市立弥栄病院 

・京丹後市立久美浜病院 

 

（３）研修期間 

   ４年間で少なくとも研修施設のうち２病院をローテート（場合により、１施設 

１年の研修も可能） 

   ※２年目以降の研修施設は、調整の上、決定します。 

 

（４）研修開始日 

   平成２９年４月１日 

 

（５）研修内容及び処遇 

   各研修施設の取扱（別紙）によります。 

 

２．応募手続き等について 

（１）応募資格 

   平成２９年３月末までに初期臨床研修を修了した者又は修了見込みの者 

 

（２）募集定員 

   ５名程度（※希望研修先の状況により、調整を行います。） 

 

（３）応募期間 

   平成２８年１２月１５日（木）～平成２８年１２月２６日（月） 

   ※上記期間経過後も随時受付する場合がありますので、参加を希望する方は、

メールもしくは電話にてお問い合わせください。 

 

（４）応募方法 

①提出書類 

   (ｱ)ＫＭＣＣキャリアパス申込書 

   (ｲ)医師免許証の写し 



  ②申込書の請求方法 

   ・「京都に縁のある医師との絆ネット」(http://www.pref.kyoto.jp/drkyoto/) 

    ホームページからダウンロードできます。 

   ・その他申込書を希望される場合、京都府地域医療支援センターあて御連絡く

ださい。 

   

③ 申込書の提出方法及び提出先 

・提出書類を郵送する場合は、封筒の表に「ＫＭＣＣキャリアパス申込」と朱

書きし、京都府地域医療支援センター（京都府医療課内）あて、簡易書留で

郵送してください。 

・持参の場合は、京都府庁２号館３階京都府地域医療支援センター（医療課内） 

までお越しください。なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）までです。 

 

（５）選考方法 

   書類選考及び面接 

   ※面接日時等は、申込書の連絡先に別途お知らせします。 

 

（６）注意事項 

 ・提出書類は、選考を実施する上で重要な書類ですから、記載もれのないよう正確

に記入してください。 

 ・申請書類等に記載された個人情報は、ＫＭＣＣキャリアパスの業務に使用し、他

の目的には使用しません。 

 ・申請書類は、選考結果にかかわらず返却しません。 

 

問い合わせ先 

京都府地域医療支援センター（京都府医療課内） 

Kyoto Medical Career support Center 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町（京都府庁２号館３階） 

電話：075-414-4721 FAX：075-414-4752 E-mail：iryo@pref.kyoto.lg.jp 

                                    ≪ アクセスマップ ≫ 

 

 

 

○地下鉄  烏丸線「丸太町」下車徒歩 10 分 

○市バス  三条京阪から 10 系統 

      京阪神宮丸太町から 93、202、204 系統 

      「府庁前」下車徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

ＫＭＣＣ京都府地域医療支援センター 

（京都府庁２号館３階 医療課別室） 



ＫＭＣＣキャリアパス（総合内科・総合診療科）概要 

 

＜特徴＞ 

１ 大学病院、都市部、地域の病院が連携し、総合内科・総合診療部門の医師キャリ

ア形成を支援します。 

 

２ できるだけ早期に、総合内科専門医などの資格を取得できるよう、病院間で連携

体制を築きます。 

 

３ 京都府の医師確保事業※を利用し、臨床や研究環境の整備を支援します。 
  ※北部病院に従事する場合、京都府の医師確保対策事業などを利用可能です。（地域医療確保奨学金、京都府大学院医学

研究科授業料等助成事業、地域医療確保研修・研究支援事業など） 

 

４  ＫＭＣＣキャリアパス支援事業（参加者支援）により、専門医資格の取得などに

必要な経費の一部を､医療機関を通じて助成します。 

 
卒後 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

KMCC 初期臨床研修 

総合内科・総合診療科 

キャリアパス 

ＫＭＣＣによる 

サポート 

４年間で少なくとも２病院をﾛｰﾃｰﾄ 

（場合により 1 施設 1 年の研修も可能） 

総合内科・ 

総合診療科医 

他の専門科研修 

大学院など 

 

 

 

 

 

＜コース例＞あくまでも参考であり、研修医療機関の組み合わせは調整の上、決定します。また受験

資格の取扱時期はコースにより前後することがあります。 

卒後 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

コース 

Ａ 

初期臨床研修 

①教育 ①教育 
②教育 

関連 

②教育 

 関連 

ＫＭＣＣ、 

府医師会による

支援・相談体制 

コース 

Ｂ 
①教育 ①教育 ③   ③ 

コース 

Ｃ 
①教育 ①教育 

②教育 

関連 
①教育 

コース 

Ｄ 

②教育 

関連 

②教育 

関連 
①教育 ①教育 

① 教育病院：京都府立医科大学附属病院、洛和会音羽病院、京都医療センター、武田総合病院  

② 教育関連病院：市立福知山市民病院、 

京都府立医科大学附属北部医療センター（調整中） 

 ③ ：①、②以外の無認定病院 京丹後市立弥栄・久美浜病院 

※弥栄・久美浜病院での研修は、キャリアパスで連携する日本内科学会教育病院からの

派遣になるため、内科学会認定医および総合内科専門医受験資格にかかる内科研修期

間として認められます。 



京都府立医科大学附属病院

 病 院 概 要

所在地：
京都府京都市上京区河原町通
広小路上ル梶井町465

明治５年

開設者： 京都府公立大学法人 1065床

病院長： 吉村　了勇

医師数： 常勤　255人、非常勤　279人

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

総合診療部（総合診療専門医研修プログラム）の特徴

 研修プログラムの目標

 コース例（専門医取得後大学院進学コース）

 症例数 総合内科、専門内科、救急医療科、小児科、産婦人科、麻酔科、整形外科、等の症例の経験が可能

京都府立医科大学附属病院

総合診療部,消化器内科,循環器内科,腎臓内科,呼吸器内科,内
分泌・糖尿病・代謝内科,血液内科,膠原病・リウマチ・アレルギー
科,消化器外科,心臓血管外科,呼吸器外科,内分泌・乳腺外科,移
植・一般外科,形成外科,脳神経外科,整形外科,産婦人科,小児科
(小児循環器・腎臓科),眼科,皮膚科,泌尿器科,耳鼻咽喉科,精神
科・心療内科,放射線科,麻酔科,歯科,漢方外来,小児外科,小児
心臓血管外科,神経内科（老年内科）,救急医療科,病理診断科,リ
ハビリテーション科,疼痛・緩和ケア科、感染症科

京都府内の30か所の病院・診療所と連携して、各人のニーズに応じた教育・研修カリキュラムを通して、大学病院及び協力病院・施設でプ
ライマリケア・総合医療の理論と実践を身につけます。

・プライマリケア専門医、家庭医、ホスピタリストとしての基礎を作る
・将来他の専門診療科（専門内科、救急科等）の希望者へプライマリケア研修を行う
・最新の医学教育手法と医療管理手法を身につける
・プライマリケア医学、医学教育に関するリサーチマインドを身につける

開設年：

病床数： 

診療科：

  京都府立医大附属病院は、明治５年粟田口に府民の力で開設された京都療
病院に始まります。大正13年には名称を附属病院に改め、府民のための病院と
して、「世界トップレベルの医療を地域へ」を理念に掲げ、高度で安全な医療の
提供、患者さんの権利を尊重した患者さん本位の医療の提供、すべての医療人
が互いに連携したチーム医療の推進、新しい医療の開発と未来を担う医療人の
育成、京都府における基幹病院としての地域医療への貢献を基本方針に発展
してきました。日本で最も古い教育病院の１つであり、現在では日本で最多の関
係病院数を誇る大学病院です。
　
  平成２５年度からは第２附属病院として北部医療センター（与謝の海病院）が
開設され、京都府北部との、より強化された地域連携体制を目指します。
　総合診療のコンサルテーションに必要な診療科はほぼすべて揃っており、
各専門診療科は世界的に競争力のある実力を誇っています。
　本学の近年の特徴として、各専門診療科のみならず総合診療や救急医療の
領域においても充実化を図っており、両者の連携も密接に行われています。
　大学の教育力・研究力を生かして、教育能力のある臨床医や、研究能力の
ある臨床医のキャリアプランが可能です。

卒後３年目 卒後４年目 卒後５年目 卒後６年目 卒後７年目

専門医取得

本学
附属病院

本学
附属病院

関連病院 大学院関連病院

卒後研修
（２年間）



京都府立医科大学附属病院

 研修・認定施設

・日本内科学会認定教育病院 ・日本プライマリケア連合学会認定研修施設

・日本外科学会指定施設 ・日本精神神経学会専門医研修施設

・日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指定施設 ・日本リハビリテーション学会認定施設

・日本小児科学会専門医研修施設 ・日本病院総合診療医学会認定研修施設　

・日本集中治療医学会専門医研修施設 ほか

 専攻医用宿舎：無　（住宅手当：無） 有期雇用職員（非常勤）

 図書室：  給与：

 専攻医室： 総合医療・医学教育学教室に机・本棚・

ロッカー完備  勤務時間：

 休暇：

 設備： 病児保育室こがも（平日7:45～17:30）

学内保育所くすのき（月～土：7:30～18:30）

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険制度 社会保険：

 手当：

子育てサポート

 研修指導責任者　：　山脇　正永

国内図書：63,085冊 ／ 国外図書：38,174冊
国内雑誌：5,082種類 ／ 国外雑誌：2,934種類
Medline等の文献データベース：有
京都府立医科大学附属図書館
医学ネットワークサービス事業
利用可能時間：0時00分～24時00分

 設　備  処　遇

  常勤・非常勤の別：

前期専攻医（卒後３年目）　　　 　243,600円／月

後期専攻医（卒後４年目～）　　　252,000円／月

後期専攻医（病院助教称号付与者）　281,400円／月

当直手当　20,000円／回

時間外手当、救急勤務医手当／有

当大学の規程による

当大学の規程による

  
  総合医療、総合診療、プライマリケアの分野はこれから変化しようとしています。 
すべての診療科にまたがる幅広い知識と、自分の得意とする分野の両方を兼ね備えるこ

とにより、これからの家庭医、病院総合医、総合内科医は自分のアイデンティティを得る

ことができるでしょう。本学のトレーニングコースでは、１）２つの大学附属病院内のすべ

ての診療科、２）総合診療科あるいは総合内科を持つ関係病院、３）家庭医療を実践する

医療機関と統合カリキュラムを組むことにより、幅広い臨床能力と自分の得意分野（たと

えば感染症、リハビリテーション、老年医学、等いずれもダブルライセンス取得可能）を身

につけることができます。 
  さらに、大学の特徴をいかしたキャリアとして、体系的な医学教育、社会医学、臨床医

学研究、基礎医学研究、海外研修（ECFMG受験など事前準備が必要）のプログラムを選

択することもできます。 
  今までと少しちがった総合医療医・プライマリケア医のキャリアにチャレンジしたい方、

総合医療医・プライマリケア医のキャリアに不安を感じる方、いつでもご相談ください。 

＜指導責任者からのメッセージ＞ 

＜研修・院内風景＞ 

大学病院ならではの、各種セミナー・ 
研修会も多数開催 

総診外来での研修風景 



医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

 病 院 概 要

所在地： 昭和55年

開設者： 548床

病院長：

医師数：

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期臨床研修スケジュール

 症例数 年間入院患者数：　10,987人

病床数： 

診療科：

　当院は、毎年10名の初期研修医を迎え、2016年度は35名の
後期研修医が在籍している。若手医師の活力に満ち、指導体
制の充実した教育病院である。

　洛和会音羽病院は、548床の地域医療支援病院とし て、一般
病棟429床（ICU・CCU12床、SCU9床、救命救急病棟32床）、地
域包括ケア59床、認知症治療病棟60床を有する。急性期医療
を中心とした医療の提供に努めている。
  2015年度の救急車搬入件数は6,004件、手術件数は4,930件
（うち全身麻酔2,611件）であり、年々増加傾向にある。

　2011年10月には、PET-CTとリニアックを備え、産科・小児科
等のアメニティーを充実させた新棟がオープンした。2012年3月
30日には、過去の救急医療の実績が評価されて、京都府から
民間病院初の「救命救急センター」の指定を受けた。地域の中
核病院として救急医療やがん診療をより一層充実させるべく日
夜努力を重ねている。

２～３年

総合診療科での研修を主体とし、各人の将来的なビジョンに合わせて、希望する診療科をローテートして研修して頂く。（総合診療科内の各後期研修医
での調整の上）※下記は研修ローテート例

誤嚥性肺炎・肺炎　21%、敗血症　8%、尿路感染症　7%、蜂巣炎　3%、呼吸不全　2%、ARDS 2%、その他 57%　（不明熱、炎症
反応高値・食欲不振の精査、高齢者の多臓器にまたがる問題、結核、腸チフス、心内膜炎、化膿性脊椎炎、SLE、側頭動脈
炎、成人発症Still病、血管内リンパ腫、Crowned dens症候群、腹膜垂炎、大網梗塞、後天性血友病、副腎不全、狂犬病
etc.）

二宮　清

医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

医療法人社団　洛和会　理事長　矢野　一郎

総合内科、感染症科、ICU/CCU、放射線科、心臓内科、腎臓内科、リ
ウマチ科、神経内科、消化器病センター、消化器内科、糖尿病内科、
内分泌内科、血液内科、神経精神科、小児科、外科・脈管外科、乳腺
科、肛門科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、脊椎ｾﾝﾀｰ、関
節外科・人工関節ｾﾝﾀｰ、呼吸器内科、呼吸器外科、形成外科、創傷
治癒センター、皮膚科、耳鼻咽喉科･頭頸部外科、産婦人科、、総合
女性医学健康センター、腹腔鏡手術センター、泌尿器科、眼科、麻酔
科、歯科麻酔科、救命救急・京都ER、京都新薬開発支援センター、リ
ハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科、健診センター、医学教
育センター、口腔健康センター、口腔外科、京都顎変形症センター、
PET-CT画像診断センター、緩和ケア科

高齢化が進む日本では、多臓器、複数の疾患を抱える患者が急速に増加しています。従来本邦では専門医の育成に力点が置かれてきま
したが、医師不足が叫ばれている今日、これらの患者群を専門医だけで診療していくことには限界があります。総合的な視点を持ち、コー
ディネーター的役割を果たす「総合医（ジェネラリスト）」と、各分野で最良の医療を提供する「専門医」とのコラボレーション（共同作業）が
各々の患者で展開されていくことが、医師不足の時代のひとつの処方箋になると考えています。当科シニアレジデントプログラムでは、日本
の未来を担う病院総合医の育成に努めています。

開設年：京都府京都市山科区音羽珍事町2番地

常勤　187人、非常勤　93人

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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総合診療科

小児科 総合診療科
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呼吸器科

腎臓内科

総合診療科

ICU総合診療科

救急科総合診療科



医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

研修指導責任者　：　神谷　亨（総合診療科・感染症科部長）

＜指導責任者からのメッセージ＞

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

・日本内科学会認定医制度教育病院 ・日本感染症学会認定連携研修施設

・日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設

 研修医用宿舎： 後期研修医(単身者）可能（条件あり）/初期研修医優先  常勤・非常勤の別： 常勤職員（1年毎の契約更新）

 図書室： 国内図書：9743冊 ／ 国外図書：366冊  給与： １年次　562,500円/月（別途、当直・ｵﾝｺｰﾙ手当）
国内雑誌：1528種類 ／ 国外雑誌：1649
種類

２年次　585,000円/月（別途、当直・ｵﾝｺｰﾙ手当）

Medline等の文献データベース：有 ３年次　622,500円/月（別途、当直・ｵﾝｺｰﾙ手当）

教育コンテンツ：有  手当： 当直手当（平日） 35,000円/１回

その他：インターネット使用可能 当直手当（日直） 40,000円/１回

利用可能時間：24時間利用可 当直手当（土日祝） 45,000円/１回

 研修医室： 0室 ※別途救急勤務医手当支給

　　　平日当直 5,000円　土日祝当直・日直 10,000円

産前産後休暇、育児休業制度

育児短時間勤務制度、当直免除制度

育児女性のワークシェアリング
 休暇：

有給休暇（１年次）：11日、有給休暇（２年次）：12日、夏
期休暇：有（リフレッシュ休暇）、年末年始：有

 設備： 院内保育所完備  社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険制度

8: 30 ～ 17:15 支援制度：

 子育てサポート

 勤務時間：

 設　備  処　遇

 当科のミッションは、１）総合内科診療を通じて地域に貢献すること。２）内科系

ジェネラリストを育てること、です。現在、総合診療科には、スタッフが８名、シニア

レジデントが１２名います。 
 当科には、全国から学ぶ意欲に燃えた若い医師と、情熱に溢れactivityの高い
スタッフ・指導医が集まっています。当院の総合診療科にしかなく、宝とも言える
ものの第一に挙げられるものは、これらの素晴らしい人材です。その他、当科に
しかない、当科の特徴と考えられるものには、問診・診察・診断推論のトレーニン
グを積むことができること、学びをshareする文化があること、臨床的な疑問を相
談できるスタッフ・指導医が数多く存在すること、多様性が許容されている環境で
あること、病院総合医の教育が充実していること、チームで入院患者診療に取り
組んでいること、臨床老年医学を真摯に実践しようとしていること、非がん患者を
含めた終末期医療に真摯に取り組んでいること、大リーガー医から学ぶことがで
きること、救急医療・ICUの学びがあること、内科系専門領域のローテートができ
ること、他科との良好な協力関係があること、などが挙げられます。 



独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

 病 院 概 要

所在地： 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
明治 41年 11月　京都衛戎病院として設立
昭和 20年 12月　国立京都病院として厚生省に移管
平成16年　独立行政法人国立病院機構　京都医療センターへ移行

開設者： 独立行政法人国立病院機構 600床

病院長： 小西　郁生

医師数： 常勤　152人、非常勤　51人

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期研修研修スケジュール

　週間スケジュール

～８：１５　前回診　　　　～８：４０　　　ERカンファレンス　　　～１５：００　　　病棟回診・ERまたは外来

１５：００～１７：００　病棟・外来カンファレンス　　　１７：００～　各種セミナー

 症例数 腹腔穿刺　20例、中心静脈確保　10例、人工呼吸器管理　5例

胸腔穿刺　20例、輸血療法　20例

※上記は他科ローテーション外で経験する症例の目標数です。

独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

開設年：

病床数： 

診療科：

総合内科、精神科、神経内科、血液内科、腎臓内科、
腫瘍内科、内分泌代謝内科、糖尿病センター、呼吸器
科、消化器科、循環器内科、小児科、外科、整形外
科、形成外科、脳神経外科、心臓外科、血管外科、皮
膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
頭頸部外科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口
腔外科、小児歯科、麻酔科、病理診断科、緩和ケア科

国から内分泌・代謝疾患の高度専門医療施設、成育医療の基幹医
療施設、がん・循環器・感覚器・腎疾患の専門医療施設に指定され、
エイズ診療、国際医療協力の機能も付与されている。また京都府か
ら三次救急医療施設の指定を受けている京都市内4施設のうちの１
つであり、地域がん診療連携拠点病院に指定されている。

研修施設としては、地域の中核的な病院として診療全科をそろえ、
common disease からまれな疾患まで症例が豊富であり、またERを通

じ１～3次救急を幅広く経験できる。京都府下で最も分娩取扱い数が
多い病院の１つである。伝統的に指導医は根拠に基づいた医療を重
視する雰囲気が強く、院内各所よりインターネットが利用可能で、図
書室も充実している。なお、電子カルテが導入されている。

その他、MSWの常駐する地域医療連絡室をもち、密接な病診連携
が実施されており、また臨床研究センターを併設し、臨床・研究の両
面で大学病院との密接な連携を構築している。

独力で責任ある内科全般の診療と教育を行うために、年齢・性別・臓器・症状を問わず、エビデンスや倫理的背景に配慮した成人疾患の
診断と管理、予防に関する知識と技能を獲得し、各専門診療科やその他の医療資源との有効かつ円滑な連携を行い、自己生涯学習や
後輩の教育に必要な知識・技能と態度を身につける。

１〜２年間。研修期間については、日本内科学会など各学会の受験資格要件に含まれる。

興味ある関連領域から４～８科を選択し、それぞれの科が持つ短期プログラムに従って研修する。総合内科では内科一般病棟の急性期
および慢性的な病態の管理、内科一般外来での急性期および慢性疾患の管理を担当する。また、ER担当、救命科副直などにより、１〜３
次救急外来を担当する。希望により集中治療などのローテーションも可。



独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

＜指導責任者からのメッセージ＞

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

・臨床研修指定病院・臨床修練病院

・各学会認定専門医研修施設

 専修医用宿舎： 有（単身者用宿舎）  常勤・非常勤の別： 非常勤職員

 給与：
370,000円
賞与　有

 手当：
当直手当　20,000円／１回
時間外勤務手当
通勤手当

 専修医室： 1室
 勤務時間： 原則　　８：３０　～　１５：００

時間外勤務あり

 休暇：
有給休暇
学会出張旅費補助あり（規定による）

 支援制度： 産前産後休暇、育児休業制度  社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険

 設備： 院内保育所・病児保育室完備

 研修指導責任者　：　小山　弘

 設　備  処　遇

 図書室：

国内図書：2,000冊 ／ 国外図書：1,000冊
国内雑誌：40種類 ／ 国外雑誌：74種類
Medline等の文献データベース：有
教育コンテンツ：有

 子育てサポート

 
     総合内科は、ベッドサイドでの症候論を重んじ、ロジックを駆使して診断や

管理計画を立てていくという、内科の醍醐味を味わうことのできる部門です。各

自の主体性を重んじながら、科全体で臨床倫理的な配慮を含めてdiscussionし、

勉強をしながら管理方針を決定しています。他診療科との連携がうまくいった

ときの満足感も得がたいものがあります。 
都市部の総合内科部門として、救命救急科と協力しつつ急性期の内科的疾患

の管理を経験しながら、一般病棟、一般外来で多様な急性および慢性の

common diseaseのエビデンスに基づいた診断・管理や、予防医学上のアドバ

イスの仕方を修得します。もちろん、地域の中核病院としてrare diseaseにも遭

遇するため、そのような場合の情報の検索についても指導します。 
臨床研修を修了された直後の方も、他分野である程度の経験をお持ちの方も、

われこそは、という方をお待ちしております。 



医療法人医仁会 武田総合病院

 病 院 概 要

所在地： 昭和51年7月20日

開設者： 医療法人　医仁会　理事長　武田　隆久 500床

病院長： 森田　陸司

医師数： 常勤　111人

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 総合診療科（研修プログラム）の特徴

 研修プログラムの目標

 コース例

１） 選考により、武田病院グループの病院で総合診療科の常勤医として勤務できる。

２） 当診療科は、大学医局との関連はありません。

診療科：

総合診療科、循環器内科、神経内科、呼吸器内
科、消化器内科、血液内科、外科、整形外科、呼
吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、形成外
科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚
科、泌尿器科、歯科、リハビリテーション科、放射
線科、麻酔科

医仁会武田総合病院は京都市南東部の総合病院として地域医療の
中核を担っている。6診療科（内科、外科、循環器内科、脳神経外科、
小児科、産婦人科）が24時間態勢であり、救急車搬送件数は年間
4,214件、手術件数年間3,223件にも及び、経皮的冠動脈形成術をはじ
めとする各種インターベンション術が盛んに施行されている。CTとMRI
はそれぞれ2台ずつ稼働しており、緊急時には夜間休日を問わず施行
可能である。また2013年に最新の320列CTを、2015年に3テスラのMRI
を導入した。先駆的医療としては、1985年に日本で初めて体外衝撃波
治療を開始し、腹腔鏡手術（外科・泌尿器科・産婦人科）、経皮的椎体
形成術、内視鏡的粘膜下層剥離術をはじめるなど、最新の種々の医
療機器・技術が導入されている。地域医療としては、機能回復を行うた
めの総合リハビリセンターを併設しており、医療連携室を中心に地域
の診療所、地域包括支援センターや訪問看護ステーションと密接な連
携をとることにより、社会復帰や在宅療養を支援している。

　＜前期内科系コース＞
① 1年次：総合診療科を含む内科系各診療科をローテートする。開始時に日本内科学会に入会し、１年経過後に同学会認定内科医の資
格を取得する。
初期研修医の指導および初期研修医対象の症例カンファレンスを主催する。
　＜後期内科系コース＞
① 2～3年次：総合診療科の外来を担当し、主治医として入院患者の診療に従事する。初期および後期研修医を屋根瓦方式で指導する。
コース終了後に認定内科専門医の資格を取得する。

内科専門医として内科の総合的臨床能力を基礎とした全人的医療の臨床的能力を習得する。
1）適切な患者-医師関係を構築し、適切なチーム医療・医療連携を実践することができる。
2）内科的診察を行い、診察所見について簡潔に要約し、適切な診断・治療計画を立てることができる。

京都府京都市伏見区石田森南町28－1

医療法人医仁会　武田総合病院

開設年：

病床数： 

卒後３年目 卒後４年目 卒後５年目 卒後６年目

卒後研修
（２年間）

前期内科
系コース
（認定内科

医）

後期内科
系コース

後期内科
系コース

後期内科
系コース

(認定内科
専門医)



医療法人医仁会 武田総合病院

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

・臨床研修指定病院 ・日本プライマリ-ケア学会認定研修施設

・日本内科学会認定医制度教育病院（日本内科学会認定内科医 2名）

 研修医用宿舎： 無（住宅手当：25,000円）  常勤・非常勤の別： 常勤職員に順ずる（後期研修１年次、２年次、３年次）

 図書室：  給与： 月額　880,000円

(基本給＋当直・時間外手当含む)

 宿舎： 住宅手当一部補助

 手当： 当直手当　72,000円／１回

 研修医室： 医局内  勤務時間： 9: 00 ～ 17: 30

 休暇：
有給休暇
学会出張旅費補助あり（規定による）

 社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険制度

 設備： 院内保育所完備（24時間保育あり）

 処　遇

 支援制度：

産前産後休暇、育児休業制度、
育児短時間勤務制度、短時間正規雇用
制度、時間外労働・深夜業の制限、時差
出勤など

 研修指導責任者　：　土井　哲也

 設　備

国内図書：1,990冊 ／ 国外図書：770冊
国内雑誌：105種類 ／ 国外雑誌：95種類
Medline等の文献データベース：有
教育コンテンツ：有
医仁会武田総合病院図書室
医学ネットワークサービス事業
利用可能時間：8時30分～21時00分

 子育てサポート

 
  当院は地域の中核病院であるため、一般内科外来患者ならびに内科的救急
患者は1日100人を超え、多岐にわたり豊富な症例を経験できます。対象疾患は、
①疾患の診断がつく以前にある患者、②診断がついていても高度の臓器別専
門医の治療は必要としない患者、③多臓器にまたがる複数の疾患を有する患
者、④市中肺炎を中心とする感染症患者、⑤高齢者などですが、プライマリー診
療のみならず、入院患者においては多臓器不全などの重症患者の集中治療も
担当します。また内科系診療科の要・初期研修医教育の担い手として、初期研
修医の指導を行うことも当科の大切な役割です。                        
   
   

＜指導責任者からのメッセージ＞ 



市立福知山市民病院

 病 院 概 要

所在地： 京都府福知山市厚中町231番地 平成5年10月1日

開設者： 福知山市長　大橋　一夫 354床

病院長： 香川　惠造

医師数： 常勤　66人、非常勤　21人

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期臨床研修スケジュール

 症例数 通常　6～10人の受け持ち症例

結核症例・集中治療症例も当科で担当

総合内科専攻医として、通年研修を行う。
当科および他科のスタッフのバランスによっては、他科の短期研修も検討する予定。
研修中は
　①入院業務（救急や新患外来・予約外来からの入院をチームとして引き続き担当することが多い）
　②日中の内科救急外来　を行う。
　スタッフとのバランスや能力次第で初診外来なども担当してもらう予定。
また時間外救急は通年で担当する（月３～５回程度）。
詳しくは当院ＨＰもしくは総合内科・臨床研修のブログ参照：また随時見学を受け入れていますので、自分の目で確かめることを強く推奨
します。

市立福知山市民病院

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循
環器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外
科、形成外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚
科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう
科、精神科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科、病理診断科、救急科

地域基幹病院においての総合内科のロールモデルを目指すべく、各個人・チームとしての医療を行う。研鑽を積みながら、臨床能力に磨
きをかけ、病院や地域に貢献する。具体的には下記の目標を掲げる。①総合内科の専門性の向上　②臓器別専門医の負担軽減　③医
学教育・研修　この目標の実践のためのチームの一員として加わります。

２年間の初期研修終了後、２～３年の期間で各診療科における認定医または専門医の取得をめざします。
家庭医療後期研修プログラムに属する場合は、本院及び大江分院での３年間のプログラムになります。（2016年秋現在）

開設年：

病床数： 

　また、総合内科（現在は医長以下、分院３名を含めて１０名のスタッ
フ・専攻医）を中心にして、ジェネラリストの育成や研修医・専攻医の教
育・研修の充実を図り、「教育力のない病院には未来がない」という信
念のもと、プロ意識のある医療人の育成に全力で取り組んでいます。

    当院は平成１９年に施設の全面新築をし、ベッド数３５４床、２３診療
科を持つ地域中核病院としてあらゆる診療分野で進化・発展を続けて
います。地域における基幹的総合病院として、乳幼児から高齢者まで
急性期医療にかかる医療サービス、リニアック、腔内照射装置、前立
腺癌がん密封小線源治療装置の導入等による高度で専門的な医療を
提供し、地域がん診療連携拠点病院、へき地医療拠点病院、地域リハ
ビリテーション支援センター等々、地域の医療連携の拠点病院を実践
しています。また、平成２４年３月には京都府北部唯一の地域救命救
急センターの指定を受け、３次救急医療機関として、京都府北部のみ
ならず北近畿の救急医療の充実発展に努めています。 平成26年9月

には、地上4階建ての地域救命救急センター棟がオープンしました 。ま
た、27年4月からは、大江分院との連携で家庭医療、後期研修プログ
ラムも運営しています。

診療科：

 

救命救急センター棟 



市立福知山市民病院

夕方のまとめ：初期研修医から専攻医・スタッフ：2012年7月 院外講師招聘時：2012年05月：福井大学  寺澤 秀一先生

他に院内での勉強会・院外講師など勉強する機会は多彩

 研修・認定施設

・日本内科学会認定医制度教育関連病院 ・日本循環器学会専門医認定研修施設

・日本消化器病学会認定施設 ・日本腎臓学会認定研修施設　

・日本消化器内視鏡学会専門医制度認定指導施設 ・日本肝臓学会認定施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・日本プライマリ・ケア連合学会認定後期研修プログラム（ｖer.2.0）認定 　　　　　　　　　　　　　　　　　等

 専攻医用宿舎： 有り（又は、住宅手当：27,000円）  常勤・非常勤の別： 非常勤（臨時）職員

 図書室：  給与： １年目　年収：約750万円（各種手当を含む）

２年目　年収：約770万円（各種手当を含む）

３年目　年収：約800万円（各種手当を含む）

研究研修費：30万円～50万円

 専攻医室： 一般医局内  手当： 当直手当　40,000円／１回

 勤務時間： 8: 30 ～ 17: 15

 支援制度：
産前産後休暇、育児休業制度、部分休
業

 休暇：
有給休暇
学会出張旅費補助あり（規定による）

 設備： 院内保育所完備（365日24ｈ）  社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

 設　備  処　遇

 子育てサポート

国内図書：1800冊 ／ 国外図書：120冊
国内雑誌：95種類 ／ 国外雑誌：25種類
Medline等の文献データベース：有
利用可能時間：00時00分～24時00分
Up to Date　利用可

 研修指導責任者　：　川島　篤志

 当院では、総合内科のブログ（当院ホームページからアクセス可）などに記載され

ているように、日々の臨床を総合内科での自己研鑽（複数いるベテラン・中堅医、活

気ある研修医とともに）だけでなく、他科や他の医療スタッフとの連携、また地域の医

療機関とも連携して地域医療を守ることを実践しています。 
 救急（新患外来）から入退院まで診ることや、頻度の低い疾患に対するアプローチ

は、今後の臨床にも活かされるのではないかと思います。総合内科は、「求める医

療ができる」ことが必要かと思います。北部の病院に勤務される前には、手技の訓

練も必要になりますので、そのあたりは当院での臓器別専門医のもとで短期研修も

受けてもらえるようにアレンジする予定です。 
 初期研修を終わったけれど、まだ「Decision Making」に不安のある時期を、どれだ

け熱く研鑽するかは最終的に自分にかかってきます！ が、その情熱をサポートす

る環境はあります。「福知山で過ごした○年間」は誰にも負けない経験をした！とい

う自負をもてるよう、頑張って下さい！待ってます!!     
          

＜指導責任者からのメッセージ＞ 



京丹後市立弥栄病院

 病 院 概 要

所在地： 平成16年4月1日

開設者： 京丹後市長 200床

病院長： 小田　洋平

医師数： 常勤　14人、　非常勤　4人

 病院の特徴・ＰＲ

弥栄病院の理念
　○質の高い患者本位の医療を提供　　○安らぎの感じられる医療を目指す　　○保健と福祉に貢献
　

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期臨床研修スケジュール

 症例数 年間入院患者数：　59,616人

主な手術症例数　　外科30件、整形外科275件、産婦人科110件、眼科630件

   当院は山陰、近畿、北陸が接する丹後半島の中心部弥栄に位置
するベッド数200床、19診療科を持つ地域密着型中核病院です。独
自の３Ｔ活動（地域医療を支える逞しい医療力を持つ病院、地域造り
に邁進する強い病院、叱咤激励しながら医療人として向上する楽し
い病院）をモットーに、地域住民の居宅に始まる訪問診療、訪問看
護、訪問リハビリを病院活動の基礎に置き、居宅と病院が直結する
「生活モデル」の医療を提供すると同時に、救急、外科、産科分娩、
人工透析、整形外科、眼科を中心とする「救急医療モデル」を実践
し、超高齢社会に対応する新しい地域医療モデル（生活モデル医療
＋救急医療モデル）を模索しています。新しい医療モデル構築のた
めに、専門性と総合性を共に備え両者が相互主体的に躍動する総
合医（眼科医であり内科医、消化器外科医であり総合診療外来開
設、糖尿病専門医であり訪問診療など）が活躍し、地域住民を昼夜
守っています。
　当院と京都府立医科大学は、平成27年12月に日本有数の長寿地
域である本市を研究フィールドとして、共同研究講座「長寿・地域疫
学講座」を設置しました。宿主要因と生活習慣を含む環境要因の相
互作用を含めた健康・長寿要因を解明するとともに、その研究成果
を広く地域社会に還元するため、調査・研究を行います。
　現在、病院の改築整備事業に着手しています。老朽化が顕著で耐
震上問題のある旧棟に代わる5階建ての新棟を平成29年度に完成
させ、その後既存棟の改築、取壊し、駐車場等の外構工事をし、す
べての工事が終了するのが平成30年度を予定しています。

１ 地域医療は「地域の人々の疾病予防活動から始まり、仮に病気になっても生活の自立が出来、障害を持っていても地域で生活出来るように工夫
する生活モデルの医療で、地域造りの医療」であることを理解する。

２ 居宅と病院が直結する活動、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリを行う。

３ 地域医療では医療が真に始まるのは病院入院中ではなく、病院退院後であることを理解し、退院前カンファランスの重要性を理解する。

４ 地域医療では一人の患者の周囲には、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士など、保健・福祉・介護の連携が不可欠であり、医師、看護師
のみの診療体制では機能しないこと、医療-保健－福祉-介護の輪が不可欠であり、診療状況が変質していることを理解する。

５ 病院では自立して外来診療、救急外来診療、主治医としての病棟診療を行う。これらの診療は指導医とのチームワークで行う。

６ 救急医療に求められる基本的手技（心肺蘇生術、気管挿管、中心静脈穿刺法、胸腹腔穿刺、イレウス管留置法、創傷縫合など）を行う。

７ 病院で求められる諸検査（上部下部消化管内視鏡、腹部、心臓超音波検査）を行う。

８ 画像読影、外科、整形外科、眼科、産婦人科などの外科系領域の研修を行う。

２年間。希望により、延長可能。

①外来診察担当(週1～回)　　②入院患者担当(主治医として10～20人)  ③当直研修(月3～4回)　　④訪問診療研修(月2回～4回) 　 ⑤へき地診療
所・高齢者福祉施設派遣(週1回程度)  　⑥救急対応　　⑦内視鏡研修(GF、CF)   ⑧画像読影研修(指導医による)   ⑨その他眼科、産婦人科、整形
外科、外科治療、手術について、指導医とともに従事。

京丹後市立弥栄病院

京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1 開設年：

病床数： 

診療科：

内科、小児科、外科、整形外科、眼科、産婦人科、耳鼻い
んこう科、泌尿器科、消化器内科、循環器内科、神経内
科、リハビリテーション科、放射線科、皮膚科、呼吸器内
科、麻酔科、リウマチ科、精神科、歯科



京丹後市立弥栄病院

研修指導責任者　：　高原　誠治 ＜指導責任者からのメッセージ＞

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

京都第一赤十字病院・京都第二赤十字病院、神戸市立医療センター中央市民病院臨床研修協力施設（地域医療）

日本外科学会外科専門医制度関連施設

 研修医用宿舎： 有  常勤・非常勤の別： 常勤職員

 研修医室： 一般医局内  給与： 卒後３年目：約1,170万円／年（※）

卒後４年目：約1,200万円／年（※）

 図書室： 卒後５年目：約1,250万円／年（※)

卒後６年目：約1,300万円／年（※）

（※　期末勤勉手当含む。当直手当等含まず。）

 手当：

 勤務時間：
 休暇：
 社会保険：

当直手当35,000円／回
住居手当、通勤手当、期末勤勉手当
8:30～17:15
有給休暇（最大20日）、夏期休暇（3日）
有（共済組合）

産前産後休暇、育児休業制度　　　　　　　　　　
育児短時間勤務制度

 設備： 院内保育所完備
（日曜日閉所　24時間保育可能）

 設　備  処　遇

国内外図書約1,000冊
/MedicalOnLine・ＵｐＴｏＤａｔe文献デー
タベース：有
京都府立医科大学附属図書館情報
ネットワークサービス事業加入
ＰＣ・インターネット使用可能
図書室２４時間利用可能

 子育てサポート

 支援制度：

 皆さん初めまして。このページを見ていただき、ありがとうございます。 

当院は丹後半島の真ん中に位置する200床の病院です。当院の特徴はコメディ

カルのレベルが高く、また診療に非常に協力的です。そのおかげで救急時には

夜間でもＣＴ，ＭＲＩ，血液検査等すぐに対応してもらえます。 

平成27年度より小田新院長を迎え循環器内科診療の充実が図られました。320

列ＣＴを導入し、現在、心臓カテーテル検査やステント療法も実施しています。そ

れによりさらにますます内科診療の充実した研修ができると見込まれます。 

また、平成29年度に新棟がオープン予定ですが災害医療機能も考慮した建築

になっています。当院のある丹後半島は、住民の高齢化率が高く、京都市内の

10年先をいっております。その真ん中にある医療はどうなっているのか、住民と

どう向き合った医療を展開しているのか。百聞は一見にしかず、見学をお待ちし

ております。 



京丹後市立久美浜病院

 病 院 概 要

所在地： 平成16年4月1日

開設者： 京丹後市長 170床

病院長： 赤木 重典

医師数： 常勤　　１5人、　非常勤　７人

 病院の特徴・ＰＲ

　　京丹後市立久美浜病院は京都府の北西端、風光明媚な山陰海岸ジ
　オパーク内に位置する一般１１０床、療養６０床の地域に密着した病院
　です。当院は、「連携と協働による地域づくり」を合言葉に初期診療から
　救急医療、入院治療、在宅医療まで、地域住民の方々の声に耳を傾け
　ながら、最善最良の医療を提供できるよう日々努力しています。
　 　また、数多くのスペシャリストに久美浜病院のサポートをお願いして
　います。稀な症例であっても、当院の設備で対応可能な場合には、全
　国のスペシャリストに応援を求め、神戸、大阪、遠くは岩手県から足を
　運んでいただき、日本トップレベルの技術を提供しています。
　　 このような環境の中で、専門性と守備範囲の広さを兼ね備えた医師
　が育まれています。

＜久美浜病院の理念＞
　　○笑顔と心のこもった良心的な医療　
　　○地域に密着した温もりのある確かな医療
　　○保健・医療・福祉を一体化した包括医療

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間 ２年間

 後期臨床研修スケジュール

 症例数 年間入院患者数：　５６，３７２人

京丹後市立久美浜病院

内科、小児科、外科、皮膚科、歯科、泌尿器科、眼
科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、歯科口腔
外科、整形外科、心療内科、精神科、麻酔科

○到達目標
　　地域医療に必要なプライマリーケア、地域包括ケアを理解する。
　　病診・病病連携、後方病院との地域でのネットワークを利用して地域住民に最善最良の医療を提供することができる。
　　地域の中での知識や技術を身につける方法を知る。
　　地域に住む人々が安心して受けられる医療体制を理解する。
　　地域医療に必要な技術とプロフェッショナリズムを身につける。

○行動目標
　　地域の保健・福祉・介護の資源を適切にコーディネートし、初期診療から在宅までのシームレスな医療を提供することができる。
　　地域病院で外来、病棟診療、救急医療を自立して行うことができる。
　　地域で求められる検査、治療（上部消化管内視鏡、腹部・心臓超音波検査等）を自立して行うことができる。
　　common diseaseについての最新の診断・治療を理解し、長期的な視点を持って対応できる。
　　病院や地域で行われるカンファレンスや研究会に積極的に参加する。
　　在宅医療を計画・実施・評価できる。
　　患者、家族、地域を視点としたアプローチができる。
　　地域での生活を楽しむことができる。

手術症例数　　外科３９件、整形外科７４件、泌尿器科１６件、眼科１４０件、口腔外科３２１件

　外来診察（週１回～）、病棟（主治医として担当）、各種検査の習得（上部、下部消化管内視鏡検査、腹部、心蔵超音波検査、心カテ等）、救急
外来（全科当直）（月２～３回）、訪問診療、在宅、高齢者福祉施設についても研修可能。地域での研修会への参加等。

開設年：

病床数： 

診療科：

京都府京丹後市久美浜町161番地



京丹後市立久美浜病院

研修指導責任者　：　瀬尾　泰正

＜指導責任者からのメッセージ＞

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

医師臨床研修協力施設、　循環器専門医研修関連施設、　歯科医師臨床研修施設、　口腔外科専門医研修関連施設

地域包括医療・ケア認定施設、　日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設

 研修医用宿舎： 有  常勤・非常勤の別： 常勤職員

 研修医室： 一般医局内  給与： 卒後３年目：約１,1７０万円／年（※）

卒後４年目：約１,２００万円／年（※）

 図書室： 卒後５年目：約１,２５０万円／年（※)

卒後６年目：約１,３００万円／年（※）

（※　期末勤勉手当含む。当直手当等含まず。）

 手当：

 勤務時間：
 休暇：
 社会保険：

当直手当35,000円／回
住居手当、通勤手当、期末勤勉手当
8:30～17:15
有給休暇（最大20日）、夏期休暇（3日）
有（共済組合）

 支援制度：
産前産後休暇、育児休業制度、
育児短時間勤務制度

 設備： 院内保育所 完備

国内図書：420冊/国外図書：35冊
国内雑誌：40種類/国外雑誌：20種類
Medline等の文献データベース：無
その他：インターネット使用可能
利用可能時間：00時00分～24時00分

 育児サポート

 設　備  処　遇

  

  内科では、高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性呼吸器疾患、消化器

疾患などの慢性疾患に対する外来診療や在宅、訪問診療はもとより、

心血管カテーテル治療や消化器内視鏡治療、急性期脳梗塞に対する急

性期治療、そして癌化学療法などについても後継病院を含め地域での

ネットワークを築きながら内科全員で取り組んでいます。 
 こうした守備範囲の広さの中で享受される充実感や達成感、地域住民
から寄せられる信頼が地域医療を輝かせるための原動力だと考えてい
ます。 
 地域住民が健やかで安心して生活できる地域となるよう私たちはチャ
レンジし続けます。 
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