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1. 内科専⾨医をめざそう

2. 内科専⾨医への道はややこしくない！

3. 神⼾⼤学病院プログラムの特徴

4. これから何をはじめれば良いか



内科専門医をめざそう！1



基本領域専門医とSubspecialty専門医

つまり
内科専⾨医に
あらざれば（取得しなければ）

消化器病専⾨医（例）にあらず
（取得できない）

ということ



専門医の名称

分類 名称
基本領域学会専⾨医 基本領域 ○○専⾨医

（例： 基本領域 内科
専⾨医）

サブスペシャリティー領域学会
専⾨医

○○専⾨医
（例：消化器病専⾨医）

専⾨医認定機構
平成29年3⽉21⽇資料



ただし、Subspecialty専門医は
内科専門医以外の基本領域専門医からも
取得は可能

糖尿病専⾨医 内科専⾨医
Subspecialty専⾨医 基本領域専⾨医

⼩児科専⾨医

消化器病専⾨医 内科専⾨医
外科専⾨医
⼩児科専⾨医
放射線科専⾨医



ダブルボードとは？
基本領域専⾨医を複数取得すること

つまり
「内科専⾨医」でありながら、「外科専⾨医」でも
あるというような存在

専⾨医認定機構は、改⾰の当初はダブルボードは
認めないとしていたが、きちんとした研修をすれば、
「ダブルボードは認める」と変更した。

このことは
「内科専⾨医」かつ「救急科専⾨医」という医師や
「内科専⾨医」かつ「総合診療専⾨医」という医師
の存在を認めることを意味する



Subspecialty専⾨医 基本領域専⾨医

糖尿病専⾨医 内科専門医

総合診療専門医取得を目指す人でも、
内科専門医を取っておいた方が良い理由

消化器病専⾨医
循環器専⾨医
呼吸器専⾨医
内分泌代謝専⾨医
etc, etc

総合診療専門医
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新専門医制度での
内科専門医を目指す方へ：４つのポイント！

1か所の病院の研修だけではいけない！

卒後３年目（初期研修が終わったあと）から開始となる

①プログラム制にのっとった研修、②既定数の症例を経験、
③病歴要約の提出・受理、④筆記試験→これらを満たして修得
（研修2年⽬終了時が⼀⾥塚）

ü 基幹病院が提供するプログラムへの登録が必要
ü 各病院のプログラム募集開始は前年の9⽉の⾒込み
ü それぞれの病院のプログラムには定員がある

専門医取得の研修期間は３年！

兵庫県養成医師制度の方でも取得可能

基幹病院と連携病院の両⽅を経験する必要がある



基幹病院と連携病院
→専門研修施設群

基幹病院
病床数:原則、300 床以上
l 内科領域 13 分野のうち 7 分野以上で定常的に専⾨研
修が可能な症例数を診療している

l 70 疾患群のうち 35 以上の疾患群について研修できる
l 指導医が 3 名以上在籍

連携病院
l指導医が 1 名以上在籍
l病院の規模などは問わない

特別連携施設
l指導医が在籍しない施設
lこの場合、１年以内の研修となる

地域医療での研修はきわめて重要。
基幹病院にも３年間で最低1年は在籍が必要。



内科専門医への道はややこしく
ない！

• 70疾患群から160症例を主担当医として
経験する必要がある
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経験するべき症例

一般社団法人 日本内科学会

研修手帳（疾患群項目表）
総合内科Ⅰ ( 一般 )    ……   4
総合内科Ⅱ (高齢者 )      ……   5
総合内科Ⅲ ( 腫瘍 )      ……   6
消化器     …………………    7　
循環器     …………………    9
内分泌     …………………  11
代謝    ……………………  13
腎臓    ……………………  14

『Web 研修手帳（研修ログ）』について  ……　1

腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14腎臓    ……………………  14
呼吸器    …………………  16
血液    ……………………  18
神経    ……………………  19
アレルギー　……………  21　
膠原病及び類縁疾患……  22
感染症　…………………  23
救急    ……………………  25

新・内科専門医制度
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内科学会のホームページから
閲覧・ダウンロード可能

↑
13分野

疾患群



【各領域の疾患群の数】
「消化器」9
「循環器」10
「内分泌」4
「代謝」5
「腎臓」7
「呼吸器」8
「⾎液」3
「神経」9
「アレルギー」2
「膠原病および類縁疾患」2
「感染症」4
「救急」4

疾患群の数の合計= 67
+3「総合内科I，II，III」

※「総合内科I，II，III」は特定の臓器別領域を指すものではない.
内科専攻医には，これら 67+3（以下70疾患群）に⼤別された疾患群
の症例を主担当医として疾患群ごとに最低⼀つは経験することが求め
られる. 
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Ø内科専攻医が３年間で経験するべき症例は、最低
160症例（これが修了要件！）。
⽬標は200症例。

Ø経験した症例をwebで登録して、指導医がその内
容を確認する. 指導医は，専攻医が登録したその症
例を専攻医登録評価システム(指導医画⾯)から内容
を確認し，将来，病歴要約の提出候補症例として
作成できる⼗分な研修を積んでいると判断できる
場合，これを評価する(評価は指導医への負担軽減
を考慮し，あくまで簡易的なものとする). 

70例経験すればいいというわけではない！

→すなわち160例をwebで登録する必要がある（⼀部は初期研修の症例を流⽤可能）
登録内容(案):病院名および診療科名，受持期間，患者 ID，受持時患者年齢，

診断名，プロブレム，考察など. 
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内科専門医への道はややこしく
ない！（1/3）

• 70疾患群から160症例を主担当医として
経験する必要がある

• 2年⽬研修終了時までにしなければいけない
ことがある



29編の病歴要約を
２年⽬終了時に提出しなければならない

1. 専攻医研修(後期研修)から満 2 年の内科研修
期間が経過している. 

2. 120 症例以上を主担当医として受け持ってお
り，専攻医登録評価システムへの登録と評価
が完了している. 
※専攻医の修了要件は 160 症例以上となっている. 

3. 症例は内科各領域を偏りなく受け持つことが
期待されるため，内科専⾨医プログラム整備
基準の項⽬ 4 に定められた 45 疾患群(専攻研
修2年)の登録と評価が完了している.
※専攻医の修了要件は 56 疾患群以上となっている．



2年⽬までに経験しておくべき45疾患群
総合内科 I 1 疾患群のうち 1 疾患群
総合内科 II 1 疾患群のうち 1 疾患群
総合内科 III  1 疾患群のうち 1 疾患群
消化器 9 疾患群のうち 5 疾患群以上
循環器 10 疾患群のうち 5 疾患群以上
内分泌 4 疾患群のうち 2 疾患群以上
代謝 5 疾患群のうち 3 疾患群以上
腎臓 7 疾患群のうち 4 疾患群以上
呼吸器 8 疾患群のうち 4 疾患群以上
⾎液 3 疾患群のうち 2 疾患群以上
神経 9 疾患群のうち 5 疾患群以上
アレルギー 2 疾患群のうち 1 疾患群以上
膠原病 2 疾患群のうち 1 疾患群以上
感染症 4 疾患群のうち 2 疾患群以上
救急 4 疾患群のうち 4 疾患群

２年⽬までに経験するべき
・最低45疾患群
・最低120症例

3年⽬までに経験するべき
・56疾患群(70疾患群⽬標)
・最低160症例（200症例⽬標）



初期研修医の経験症例の活用

以下の⽤件をみたせば、
修了要件 160 症例のうち 1/2 に相当する 80 症例まで
病歴要約への適⽤も 1/2 に相当する 14 症例まで
初期研修医の経験症例を活⽤することができる

⽤件
1）⽇本内科学会指導医が直接指導をした症例であること．
2）主たる担当医師としての症例であること．
3）直接指導を⾏った⽇本内科学会指導医が内科領域専⾨医としての経験
症例とすることの承認が得られること．

4）内科領域の専攻研修プログラムの統括責任者の承認が得られること．



まとめると・・・

たてまえ
３年の研修で

70疾患群（領域）

200症例

を経験しなさい！

実際は

3年の研修で

56疾患群（領域）

160症例

で受験できる。

ただし
2年めが
終わった段階で
45疾患群（領域）

120症例

を経験しており・・

29例の
病歴要約提出

＋
それぞれ半分まで
初期研修医の症例を
利⽤可能！



内科専門医への道はややこしく
ない！(2/3)

• 70疾患群から160症例を主担当医として
経験する必要がある

• 2年⽬研修終了時までにしなければいけない
ことがある

•実は、まだしなければいけないことがある



プログラム管理委員会の修了判定会議で下記の
修了要件が満たされていることが確認
→内科専門医筆記試験受験資格

1. 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、登録しなければならない。

2. 所定の受理された 29 編の病歴要約

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. 指導医とメディカルスタッフによる 360 度評価の結果に
基づき、医師としての適性に疑問がないこと。

JMECC (ジェイメック：Japanese Medical Emergency Care Course、⽇本内科学会認定内科救急・ICLS講習会）。
学内で年３回程度開催。

プログラムで定める講習会：医療倫理・医療安全・感染防御などに関する講習会。学内では｢必須医療安全講
習会｣への参加。





ただし
•初期研修期間中の学会発表や論⽂は専⾨医研修
の要件としては認められない。

•初期研修期間中のJAMECの受講は要件として認
められる。

以上は内科学会確認済みの事項



17

別表

ᑓᨷ་㻟ᖺಟ ᑓᨷ་㻟ᖺಟ ᑓᨷ་㻞ᖺಟ ᑓᨷ་㻝ᖺಟ

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻♧䛩ᝈ⩌ ಟせ௳ ⤒㦂┠ᶆ ⤒㦂┠ᶆ

㻌⥲ྜෆ⛉䊠䠄୍⯡䠅 㻝 㻝
䈜㻞 㻝

㻌⥲ྜෆ⛉䊡䠄㧗㱋⪅ 㻝 㻝
䈜㻞 㻝

㻌⥲ྜෆ⛉䊢䠄⭘⒆䠅 㻝 㻝
䈜㻞 㻝

㻌ᾘჾ 9 㻡௨ୖ
䈜㻝䈜㻞

㻡௨ୖ
䈜㻝

㻟
䈜㻝

㻌ᚠ⎔ჾ 㻝㻜 㻡௨ୖ
䈜㻞 㻡௨ୖ 㻟

㻌ෆศἪ 4 㻞௨ୖ
䈜㻞 㻞௨ୖ

㻌௦ㅰ 5 㻟௨ୖ
䈜㻞 㻟௨ୖ

㻌⭈⮚ 7 㻠௨ୖ
䈜㻞 㻠௨ୖ 㻞

㻌྾ჾ 8 㻠௨ୖ
䈜㻞 㻠௨ୖ 㻟

㻌⾑ᾮ 㻟 㻞௨ୖ
䈜㻞 㻞௨ୖ 㻞

㻌⚄⤒ 9 㻡௨ୖ
䈜㻞 㻡௨ୖ 㻞

㻌䜰䝺䝹䜼䞊 㻞 㻝௨ୖ
䈜㻞 㻝௨ୖ 㻝

㻌⭺ཎ 㻞 㻝௨ୖ
䈜㻞 㻝௨ୖ 㻝

㻌ឤᰁ 4 㻞௨ୖ
䈜㻞 㻞௨ୖ 㻞

㻌ᩆᛴ 4 4
䈜㻞 4 㻞

㻞

㻝

㻣㻜ᝈ⩌
㻡㻢ᝈ⩌

䠄௵ព㑅ᢥྵ
䜐䠅

䚷
㻠㻡ᝈ⩌

䠄௵ព㑅ᢥྵ
䜐䠅

㻞㻜ᝈ⩌

㻞㻥

䠄እ᮶䛿᭱㻣䠅
䈜

㻟

㻞㻜㻜௨ୖ
䠄እ᮶䛿᭱

㻞㻜䠅

㻝㻢㻜௨ୖ
䠄እ᮶䛿᭱

㻝㻢䠅
㻝㻞㻜௨ୖ 㻢㻜௨ୖ

䈜㻝䚷ᾘჾศ㔝䛷䛿䛂ᝈ⩌䛃䛾⤒㦂䛸䛂Ṕせ⣙䛃䛾ᥦฟ䛾䛭䜜䛮䜜䛻䛚䛔䛶䠈䛂ᾘ⟶䛃䠈䛂⫢⮚䛃䠈䛂⫹䞉⮅䛃䛜ྵ䜎䜜䜛䛣䛸䠊㻌

䈜㻞䚷ಟせ௳䛻♧䛧䛯ศ㔝䛾ྜィ䛿㻠㻝ᝈ⩌䛰䛜䠈䛻␗䛺䜛㻝㻡ᝈ⩌䛾⤒㦂䜢ຍ䛘䛶䠈ྜィ㻡㻢ᝈ⩌௨ୖ䛾⤒㦂䛸䛩䜛䠊㻌

䈜㻟䚷እ᮶䛻䜘䜛Ṕせ⣙䛾ᥦฟ䜢㻣䜎䛷ㄆ䜑䜛䠊㻔䛶␗䛺䜛ᝈ⩌䛷䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠅

䈜㻠䚷䛂ෆศἪ䛃䛸䛂௦ㅰ䛃䛛䜙䛿䛭䜜䛮䜜㻝䛪䛴௨ୖ䛾Ṕせ⣙䜢ᥦฟ䛩䜛䠊

䚷䚷䚷䠅䛂ෆศἪ䛃㻞㻗䛂௦ㅰ䛃㻝䠈䛂ෆศἪ䛃㻝㻗䛂௦ㅰ䛃㻞

䈜㻡䚷ึᮇ⮫ᗋ◊ಟ䛾䛿䠈እⓗ䛻ྛᑓᨷ་䝥䝻䜾䝷䝮䛾ጤဨ䛜ㄆ䜑䜛ෆᐜ䛻㝈䜚䠈䛭䛾Ⓩ㘓䛜ㄆ䜑䜙

䚷䚷䚷䜜䜛䠊

እ⛉⤂

๗᳨

ྜィ
䈜㻡

ᩘ
䈜㻡

ศ㔝

㻞

㻟
䈜㻠

ෆ⛉ᑓᨷ◊ಟ䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛䛂ᝈ⩌䛃䚸䛂ᩘ䛃䚸䛂Ṕᥦฟᩘ䛃䛻䛴䛔䛶

ෆᐜ 䈜㻡㻌
Ṕせ⣙ᥦฟᩘ

病歴要約には
外科紹介と
剖検症例が
それぞれ必要



研修の評価

•⾃⼰評価、指導医による評価、ならびにメディカ
ルスタッフによる 360 度評価を年に複数回受ける

→Webを通じて集計され、担当指導医により専攻
医にフィードバックされる

専⾨研修プログラム整備基準【内科領域】



他職種評価

• 評価表では社会⼈としての適性、医師としての適性、 コミュ
ニケーション、チーム医療の⼀員としての適性を 他職種が評価
する。

• 評価は無記名⽅式で、統括責任者が各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

• 回答は担当指導医が取りまとめ、⽇本内科学会専攻医登録評価シ
ステム(仮称)に登録する(他職種がシステムにアクセスすることを
避けるため) 

• 1 年間に複数回の評価を⾏う

専⾨研修プログラム整備基準【内科領域】



内科専門医への道はややこしく
ない！(3/3)

• 70疾患群から160症例を主担当医として
経験する必要がある

• 2年⽬研修終了時までにしなければいけない
ことがある

•実は、まだしなければいけないことがある

• Subspecialty研修を⼀部兼ねることも可能



内科専⾨医も
サブスペシャリティー専⾨医も
それぞれ、３年の研修が必要だが、
その⼀部を兼ねることができる。

サブスペシャリティー専⾨医の
受験は内科専⾨医合格後となる。

連動研修のこと
サブスペシャリティー研修との関係





ここまで・・・



神戸大学医学部附属病院
内科専門医養成プログラムの説明

3



あなたの医師人生には
「まだまだその先がある」ことまで
考えていますか？
＜専⾨医取得は第1歩を踏み出したにすぎない＞

⼤学病院のプログラムの説明の前に・・・

医師のキャリアは「専⾨医をとって完了」ではない

（考えてくれる⼈と相談していますか？）
もしくは・・・



内科専⾨医取得後に、どのような
未来があるか？
内科専⾨医取得

Subspecialty
専⾨医取得

Generalな内科を
深めていく

Subspecialtyを
深めていく

Subspecialtyの
指導医をとる

内科学会の
指導医をとる

市中病院に勤務する

部⻑になる

院⻑になる

開業をする

出産・⼦育てで
しばし休職をする

医師会を動かす



内科専⾨医取得後に、どのような
未来があるか？
内科専⾨医取得

Subspecialty
専⾨医取得

Generalな内科を
深めていく

Subspecialtyを
深めていく

Subspecialtyの
指導医をとる

内科学会の
指導医をとる

⼤学院に進学する

医学博⼠を取得する

研究を深めていく

留学をする

ノーベル賞を
とる

教員になる

教授になる

⼤学病院の
医員になる市中病院に勤務する

部⻑になる

院⻑になる

開業をする

医療⾏政に進む
矯正施設の医務官に
なる

出産・⼦育てで
しばし休職をする

医師会を動かす
⼤学を動かす

世界を動かす



医師のキャリアは「専門医をとって
完了」ではない

→将来の多様な可能性を生み出すた
めに、⼤学・⼤学病院を経験した⽅
が良いのではないか？



神戸大学病院プログラムの特徴
•各科専⾨家が揃っており、最先端の診療や稀少
疾患を経験できる

•基礎研究者やphysiscian scientistとの距離が近い

•講習会や勉強会が多く、⾃習にも優れた設備が
整っている

•密な連携のとれる連携病院が多い

基幹病院としての⼤学病院

密な交流
・症例のやりとり
・合同の勉強会
・教育Staffの派遣など



基幹病院と連携病院：両⽅の
研修が必須

 基幹施設と基幹施設以外での研修期間についての見解
　プログラムにおいて基幹施設，連携施設（あるいは特別連携施設）による施設構成することとなっているが，基幹
施設および連携施設（特別連携施設含む）における研修年限の基準に関する見解は次のとおりである．

1） 整備基準「項目 23 専門研修基幹施設の認定基準」に示されるように，基幹施設は診療経験の大半の研修が可能
な環境を有しており，その観点からも基幹施設での研修期間は一定程度必要と考えられる．このため「原則」と
して，基幹施設での研修を 1年以上，基幹施設以外での研修も 1年以上とする．
※基幹施設以外とは，連携施設（特別連携施設も含む）1箇所でも良いし，複数でも良い．但し，研修の質を担
保するため，基幹施設以外の研修（連携施設の研修）を複数箇所にする場合は，1箇所につき，最低 3か月で
あること．

2） 但し，地域における実情（都市部と地方の違い）やこれまでの病院間連携この制度自体が導入間もないこと，な
どから施設群の組み方に困難があるかもしれない．そこで 2020 年までは原則にあたらないケースも勘案する .

　
3） 大学病院は基幹施設になることもあれば，地域の市中病院の研修プログラムをサポートするため，連携施設にな
ることもあると思われるが，このような市中病院のプログラムへの支援的な参加は推奨される．

4） いわゆる「入局」や大学院籍は専門医制度と紐付いたものではないので，専攻医の応募定員が入局員数と合致す
るわけではない．入局している専攻医が，大学以外のプログラムに参加していることはありうる．

　今回のプログラム制においては，「基幹施設での研修」と「連携施設での研修」を組み合わせる研修体制となっており，
その必要性については，整備基準「項目 28 地域医療・地域連携への対応」に明記されているとおりである．
　この見解に基づき，一般的な考え方として次のような組み合わせ方が考えられる．

例）基幹施設 2年＋ A連携施設 6か月＋ B連携施設 6か月，
基幹施設 1年＋連携施設 1年＋特別連携施設 1年など．

 
　研修期間の件については全国の施設から問い合わせがきている．特に「基幹施設での研修期間が 1年ではなく，6ヶ
月（半年）ではどうなのか」という意見が寄せられている . これらの指摘は，都市部と地方の違いや，あるいはこれ
まで時間をかけて構築された各地域の病院連携体制への影響を最小限にしたいという意向から出ているものと考えら
れる . よって，各地域の実情に配慮する必要もあるため，先述のとおり，基幹施設および連携施設の研修期間の基準は，
あくまで「原則」としている . どうしても難しい事情がある場合は，2020 年までは原則にあたらないケースも勘案し，
個別の審査によって，プログラム作成に関する助言や配慮を行う．

　プログラムの作成にあたっては病院間や現場での取り組みに多大なる調整が求められることになると思われるが，
今回の制度改革の趣旨に是非ともご理解をいただき，ご協力をお願いしたいところである．
　制度の導入当初にさしあたっては，繰り返しになるが，各施設の現況を踏まえて審査上，これを考慮する．よって，
もともと内科の専門研修プログラムを実行できる施設であれば，全国においてあまり偏りのないよう，多くのプログ
ラムの申請があることを期待する．

3

内科領域 プログラム作成に関するポイント
（モデルプログラムなど関連資料について）

　内科領域は全領域の中で最も多くのプログラムの提出が見込まれています．提出されるプログラムは，全国
（大学病院や一般市中病院）において出来る限り極端な地域差や規模の差が出ないよう，かつ実際に運営可能
なプログラムが用意されることが期待されています．そのプログラム作成の一助となるべく，ここにモデルプ
ログラムを２つ用意しております．

　「都市型大学病院プログラム」
　「地方型一般病院プログラム」

　これらは先に公表しております内科領域の「専門研修プログラム整備基準」をもとに作成されています．多
くの施設が参考とするために 2つ用意しましたが，プログラム作成をよりご理解いただくために，更にモデ
ルプログラムを追加する可能性もございます．モデルプログラムを「標準形」として参考にしながら，各施設
ではプログラムの作成にあたることと思われますが，モデルプログラムはあくまで「見本」となります．整備
基準の趣旨を踏まえた内容であれば，各プログラムの事情や地域特性に応じ，審査の過程で一定程度考慮され
ることもあれば，適切な助言をされることもあります．他の資料も併せてご覧いただきながら，ご作成にあたっ
ていただければと思います．

　ご不明な点につきましては日本専門医機構や日本内科学会へのお問い合わせ（日本内科学会の方が実務的な
回答に適しております）ください．日本内科学会ではHPの FAQ などを充実させていきますので，そちらも
ご覧いただければと思います．
　以下，特徴的なポイントを明記します．

１．プログラム作成に関する資料について
　　◯日本専門医機構文書
　　　 ▶『専門研修プログラムにおける注意点について』
　　　 ▶『基本領域専門研修プログラム形成』
　　◯『内科領域　プログラム整備基準』
　　◯『内科領域からのプログラム作成に関する見解（４点）』
　　　 ▶基幹施設と基幹施設以外での研修期間について・・・・・・・・・・・・  P.3
　　　 ▶プログラム定員数に関する見解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
　　　 ▶初期研修の症例取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
　　　 ▶基本領域と subspecialty 領域とのオーバーラップ研修について・・・・・P.6
　　　 ▶内科専門研修とサブスペ専門研修の連動研修（並行研修）の概念図・・・P.7
　　◯『内科領域モデルプログラム（２点）』
　　　 ▶都市型大学病院モデルプログラム
　　　 ▶地方型一般病院モデルプログラム

２．モデルプログラムの研修期間設定について
　プログラムは基幹施設と基幹施設以外での研修期間の組み合わせによって，プログラムを構成することと
なっております（『内科領域からのプログラム作成に関する見解』参照）．

1

より



研修に関するイメージ

基幹病院
神⼾⼤学病院

連携施設
A病院

連携施設
D病院

連携施設
B病院

連携施設
C病院

特別連携施設
E病院

神⼾⼤学内科専⾨医養成
プログラムに⼊ることとは

これらの病院群の中で
研修をするということ

X君の内科専⾨医研修 Y君の内科専⾨医研修
卒後3年⽬（専攻医研修1年⽬）
卒後4年⽬（専攻医研修1年⽬）
卒後5年⽬（専攻医研修1年⽬）

たとえば、同じ神⼾⼤学病院のプログラムに乗っても

⼤学病院
A病院

D病院 ⼤学病院

C病院
A病院



大学病院と市中病院の研修
あくまでイメージですが・・・

病院の規模 大学病院 ＞ 市中病院

Common Disease
の経験

大学病院 ＜ 市中病院

難治例・特殊疾患
の経験

大学病院 ＞ 市中病院

高度先進医療 大学病院 ＞ 市中病院

popularな医療 大学病院 ＜ 市中病院

経験症例の深さ 大学病院 ＞ 市中病院

経験症例の広さ 大学病院 ＜ 市中病院



神戸大学医学部附属病院内科専門医研修プログラム
連携施設（43施設+特別連携8施設）
兵庫県

明石医療センター 赤穂市民病院 芦屋病院

尼崎総合医療センター 淡路医療センター

加古川医療センター 加古川中央市民病院

加西病院 川崎病院 がんセンター

北播磨総合医療センター 甲南医療センター

神戸医療センター 神戸赤十字病院

神戸中央病院 神戸百年記念病院

神戸労災病院 三田市民病院 宍粟総合病院

神鋼記念病院 製鉄記念広畑病院

高砂市民病院 宝塚市立病院

丹波医療センター 豊岡病院

西神戸医療センター 西市民病院 西脇病院

姫路循環器病センター 兵庫中央病院

三菱神戸病院 明和病院 八鹿病院

大阪府

済生会中津病院 北野病院 住友病院

淀川キリスト教病院 日生病院

愛仁会千船病院 愛仁会高槻病院

生長会府中病院

岡山県

倉敷中央病院

和歌山県

和歌山県立医科大学附属病院

特別連携施設 ８病院

⾹住病院 神崎総合病院 浜坂病院 村岡病院 六甲病院
豊岡病院朝来医療センター 豊岡病院出石医療センター
豊岡病院日高医療センター

（下線の施設は、主に地域医療実践内科専門医研修
コースの専攻医が研修を行う施設）

（大文字は基幹病院としてのプログラムを持つ病院）



神戸大学医学部附属病院内科専門医研修プログラム
連携施設（43施設+特別連携8施設）
兵庫県

明石医療センター 赤穂市民病院 芦屋病院

尼崎総合医療センター 淡路医療センター

加古川医療センター 加古川中央市民病院

加西病院 川崎病院 がんセンター

北播磨総合医療センター 甲南医療センター

神戸医療センター 神戸赤十字病院

神戸中央病院 神戸百年記念病院

神戸労災病院 三田市民病院 宍粟総合病院

神鋼記念病院 製鉄記念広畑病院

高砂市民病院 宝塚市立病院

丹波医療センター 豊岡病院

西神戸医療センター 西市民病院 西脇病院

姫路循環器病センター 兵庫中央病院

三菱神戸病院 明和病院 八鹿病院

大阪府

済生会中津病院 北野病院 住友病院

淀川キリスト教病院 日生病院

愛仁会千船病院 愛仁会高槻病院

生長会府中病院

岡山県

倉敷中央病院

和歌山県

和歌山県立医科大学附属病院

特別連携施設 ８病院

⾹住病院 神崎総合病院 浜坂病院 村岡病院 六甲病院
豊岡病院朝来医療センター 豊岡病院出石医療センター
豊岡病院日高医療センター

（下線の施設は、主に地域医療実践内科専門医研修
コースの専攻医が研修を行う施設）

（青文字は基幹病院としてのプログラムを持つ病院）



⼤学病院での研修は
「⼤学病院を連携施設とする地域病院の
基幹病院プログラム」に⼊っても可能！

神⼾⼤学病院
（基幹施設）

A病院（連携施設）
B病院（連携施設）

C病院（連携施設）

D病院（基幹施設）
E病院（連携施設）

F病院（連携施設）

D病院から⾒れば
連携施設



県養成医のあなた！も取得可能
県養成医のキャリアパスの名称
臨床研修（卒後1〜2年⽬）
前期研修（卒後3〜5年⽬）
後期研修（卒後6〜7年⽬）

安心してください！
前期研修の期間に回る病院は
全て神⼾⼤学病院プログラムの特別連携、また

は連携施設です。

①神⼾⼤学病院プログラムに登録しておいて
②養成医としての前期研修を積み
③後期研修で、基幹病院である⼤学病院で研修すれば
問題なく、内科専⾨医の受験資格を満たします。

Do you know me?



これから何をしなければいけないか？4



内科専門医取得を
目指している(Y/N?)

NO!Yes!

もう⼀度
よく考えてみよう

1.Subspecialtyを
決めている

2. Generalにやりたい
or

Subspecialtyは
まだ決めていない

3. 県の養成医
である

内科専門医Subspecialty
特化研修コース

大学病院中心臨床内科
専門研修コース

地域医療実践内科専門医
研修コース

コース別
説明



内科専門医取得を
目指している(Y/N?)

NO!Yes!

もう⼀度
よく考えてみよう

1.Subspecialtyを
決めている

2. Generalにやりたい
or

Subspecialtyは
まだ決めていない

3. 県の養成医
である

11診療科×2名ずつ
＝22名 3名 5名

コース別
定員

⼀応 ⼀応 ⼀応



合否判定
•基本的には、話合いで合否を検討（subspecialty）

• 神⼾⼤学プログラムに⼊らなくても、神⼾⼤学病院での
研修が可能。
• 連携施設との結びつきの強いからこそ！

•初期研修のような、⼀律の試験（matching試験）は
実施しない



内科専門医取得を
目指している(Y/N?)

NO!Yes!

もう⼀度
よく考えてみよう

1.Subspecialtyを
決めている

2. Generalにやりたい
or

Subspecialtyは
まだ決めていない

3. 県の養成医
である

Subspecialty診療科に
連絡を

総合内科に連絡を
（kzhkskgc@med.kobe-u.ac.jp）

内科学講座に連絡を
（naika@med.kobe-u.ac.jp）

コース別
取るべき

Action



神⼾⼤学基幹、市中病院連携プログラム
と

市中病院基幹、神⼾⼤学連携プログラム
医局（＝サブスペ講座）に相談すれば、

同じように研修可能なようにアレンジの相談にのります

神⼾⼤学病院
基幹プログラム A病院

B病院 C病院 D病院 Ｅ病院

連携施設

連携施設 連携施設

でもあり、かつ⾃施設基幹病院の
プログラムも持っている

（A病院の連携施設）

神⼾⼤学病院の連携施設
かつ

A病院の連携施設

連携施設 連携施設
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連携施設での研修

連携施設での研修�&;E=CB?>@<ADF, &$�

連携施設での研修
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連携施設での研修

連携施設での研修

総合内科研修4～6ヵ月（希望により救急部研修も可） 内科
（希望科）

内科
（希望科）

内科
（希望科）

大学病院中心臨床内科専門研修コースの例（1）
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参考になるホームページ



pdf



ここ！
ログインIDなくても
⾒られます



このページの下の⽅に
あります。
今日のスライド



内科各診療科の窓⼝の先⽣
診療科 ⽒名 メールアドレス

感染症内科学 ⼤路 剛 ohji@med.kobe-u.ac.jp

⾎液内科学 ⽚⼭ 義雄 katayama@med.kobe-u.ac.jp

呼吸器内科学 ⼭本 正嗣 myamamot@med.kobe-u.ac.jp

腫瘍・⾎液内科学 今村 善宣 yimamura@med.kobe-u.ac.jp

循環器内科学 松本 賢亮 kenmatsu@med.kobe-u.ac.jp

消化器内科学 増⽥ 充弘 atmasuda@med.kobe-u.ac.jp

腎臓内科学 後藤 俊介 sgoto@med.kobe-u.ac.jp

総合内科学 坂⼝ ⼀彦 kzhkskgc@med.kobe-u.ac.jp

糖尿病・内分泌内科学 浅原 俊⼀郎 asahara@med.kobe-u.ac.jp

脳神経内科学 上⽥ 健博 taueda@med.kobe-u.ac.jp

免疫内科学 ⼤⻄ 輝 aonishi@med.kobe-u.ac.jp

http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp
http://med.kobe-u.ac.jp


質疑応答
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