
 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号： 030456202  

病院施設番号： 030456          臨床研修病院の名称： 済生会松阪総合病院          

臨床研修病院群番号：           臨床研修病院群名：  済生会松阪総合病院群         

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 済生会松阪初期研修 MMCプログラム 

２．研修プログラムの特色 当院での臨床研修の理念は「救療済生の精神」に基づいた「患者さんに信頼される」良質

の医師を育てることです。さらに済生会精神に基づいた「心のこもった医療」の実践、救

急科専門医指定施設としての「救急初療、ＡＣＬＳ、ＪＡＴＥＣ」などの教育など独自の

プログラムを通して標準的な医療の提供とレベルアップをめざします。また、医師として

の必要最低の知識、技術、態度さらに社会人として倫理、ルールを学び、それを習慣化し

て、医療事故防止に努め、安心・安全な医療を提供します。全国に先がけて導入された電

子カルテなどのＩＴ技術や鏡視下手術、ＰＥＴ-ＣＴなどの特殊検査などを習得し、専門性

や高度先進医療に対応することができます。三重県内の全基幹型病院が協力病院となるこ

とにより、選択肢が広がり幅広い知識を習得できる環境が整備されます。 

３．臨床研修の目標の概要 患者様に信頼される良質の医師を目指します」を目標に 

① 頻度の高い疾患・病態および外傷の診断治療  

② 救急医療における初期治療 

③ 専門医師や上級医への適切なコンサルト及び紹介  

④ 疾病予防に関する適切な生活指導 

⑤ 病める人への心的サポートと社会医療資源に関する助言  

⑥ チーム医療の理解と実践   

⑦ 医療情報や診療内容の正しい記録  

⑧ 地域の診療所との病診連携を基本方針として取り組みます。 

４．研修期間 （  2  ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

研修修了後、希望者は専門研修（専攻医）が可能 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての

病院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細

は備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 
030456 
030454 

済生会松阪総合病院 
松阪市民病院 

24 週 2～4 週  

救急科 
030456 
031069 

済生会松阪総合病院 
大阪府済生会千里病院 

12 週  

 地域医療 

040005 
  031709 

032842 
    032848 

041236 

紀南病院 
尾鷲総合病院 
三重県立一志病院 
町立南伊勢病院 
熊野市立紀和診療所 

4 週 
一般外来 1～2 週 

 
在宅診療 1 週 

 外科 030456 済生会松阪総合病院 4 週 1 週  

別紙３ 



 

 

 

小児科 

030457 

  031703 

  030449 

  030455 

伊勢赤十字病院 

三重病院 

三重中央医療センター 

松阪中央総合病院 

 

4 週 

      

    1 週 

産婦人科   030456 済生会松阪総合病院 4 週  

精神科 
  030813 
  031705 

南勢病院 
松阪厚生病院 

4 週 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科 030456 済生会松阪総合病院 4 週  

放射線科 030456 済生会松阪総合病院 4 週  

脳神経内科 
030456 
030828 

済生会松阪総合病院 

済生会明和病院 

3 週 

1 週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択 

科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※1その他の 

   選択科目 

 

030456 済生会松阪総合病院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36週 

 

031695 三重北医療センターいなべ総合病院  

031109 桑名市総合医療センター  

030953 四日市羽津医療センター  

030446 市立四日市病院  

030445 三重県立総合医療センター  

030448 鈴鹿中央総合病院  

030930 鈴鹿回生病院  

035115 岡波総合病院  

030452 三重大学医学部附属病院  

030820 津生協病院  

030449 三重中央医療センター  

030455 松阪中央総合病院  

030454 松阪市民病院  

030457 伊勢赤十字病院  

030911 三重県立志摩病院  

090042 遠山病院  

031706 藤田医科大学七栗記念病院  

031707 名張市立病院  

030453 市立伊勢総合病院  

040005 紀南病院  

031709 尾鷲総合病院  

032842 三重県立一志病院  

110022 亀山市立医療センター  

070038 伊賀市立上野総合市民病院  

191039 松阪保健所  

035069 三重県赤十字血液センター  

147625 永井病院  



 

 

031696 菰野厚生病院  

031699 榊原温泉病院  

031705 松阪厚生病院  

096065 志摩市民病院  

030828 済生会明和病院  



 

 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 64週 ※原則として、52週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大 4 週 ※原則として、12 週以内であること。ただしへき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでは無い。  

研修プログラムに規定された４週以上のまとまった救急部門の研修を行った後に救急部門

の研修としてみなす休日・夜間の当直回数・・・約 月 1回 

救急科（必修）における麻酔科の研修期間・・・4週  

一般外来の研修を行う診療科・・・内科・外科 ※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載  

すること。 

 

＜研修項目＞ 

救急   済生会松阪総合病院、済生会千里病院より いずれか 12週以上 

地域医療 紀南病院（紀和診療所）、尾鷲総合病院、県立一志病院、南伊勢病院より いずれか 4週以上 

小児科  伊勢赤十字病院 三重病院 三重中央医療センター 松阪中央総合病院より いずれか 4週以上 

精神科  南勢病院 松阪厚生病院より いずれか 4週以上 

一般外来 済生会松阪総合病院、紀南病院（紀和診療所）、尾鷲総合病院、県立一志病院、南伊勢病院、 

伊勢赤十字病院 三重病院 松阪中央総合病院 

 

※1その他の選択科目 

済生会松阪総合病院（030456） 

内科、外科、乳腺外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、麻酔科、脳神経外科、 

放射線科、脳神経内科、臨床検査科、緩和医療科、皮膚科 

三重北医療センターいなべ総合病院（031695） 

内科、外科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、放射線科、泌尿器科 

桑名市総合医療センター（031109） 

循環器内科、消化器内科、糖尿病内分泌内科、膠原病リウマチ内科、腎臓内科、小児科、産婦人科、 

外科、整形外科、脳神経外科、眼科、救急科、病理診断科 

四日市羽津医療センター（030953） 

内科、脳神経内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、 

リハビリテーション緩和ケア内科、予防医学科、放射線科 

市立四日市病院（030446） 

循環器内科、消化器内科、脳神経内科、血液内科、呼吸器内科、腎臓内科、 

糖尿病・内分泌内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、 

消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、形成外科、産婦人科、麻酔科、泌尿器科、 

眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、病理、救命救急センター 

三重県立総合医療センター（030445） 

消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、救急、小児科、産婦人科、外科、整形外科、 

心臓血管外科・呼吸器外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科 

鈴鹿中央総合病院（030448） 

内科、外科、麻酔科、産婦人科、小児科、精神科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、 

呼吸器外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、病理診断科、脳神経内科、放射線科、放射線治療科 

鈴鹿回生病院（030930） 

消化器内科、血液内科、循環器内科、腎臓内科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、 

脳神経外科、脳神経内科、泌尿器科 



 

 

 岡波総合病院（035115） 

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、 

心臓血管外科、泌尿器科、眼科、放射線科、麻酔科、 

三重大学医学部附属病院（030452） 

循環器内科、腎臓内科、血液・腫瘍内科、消化器・肝臓内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、 

脳神経内科、肝胆膵・移植外科、乳腺外科、消化管外科、小児外科、心臓血管・呼吸器外科、 

整形外科、脳神経外科、小児科、産科婦人科、精神科神経科、腎泌尿器外科、 

耳鼻咽喉・頭頚部外科、眼科、皮膚科、放射線科（診断部門、治療部門、IVR部門）、 

救急科（救命救急センター）、麻酔科、病理診断科、緩和ケア科、形成外科、リウマチ・膠原病内科、 

総合診療科、リハビリテーション科 

三重中央医療センター（030449） 

一般内科（糖尿病・内分泌内科）、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、麻酔科、 

消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、整形外科、小児・新生児科、 

産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、病理診断科、放射線科 

津生協病院（030820） 

内科、外科、整形外科、地域医療 

松阪中央総合病院（030455） 

循環器内科、血液・腫瘍科内科、脳神経内科、消化器内科、小児科、外科、脳神経外科、 

胸部外科、整形外科、麻酔科、泌尿器科、眼科、救急科、病理診断科 

松阪市民病院（030454） 

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、 

放射線科、呼吸器外科、眼科 

伊勢赤十字病院（030457） 

頭頸部・耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、緩和ケア内科、病理診断科、消化器内科、 

糖尿病・代謝内科、外科、呼吸器外科・心臓血管外科、整形外科、循環器内科、 

肝臓内科、血液内科、感染症内科、産婦人科、呼吸器内科、小児科、腎臓内科、 

脳神経外科、形成外科、腫瘍内科、救急部、麻酔科、脳神経内科、放射線科 

三重県立志摩病院（030911） 

内科、外科、整形外科、精神科、皮膚科 

遠山病院（090042） 

内科、外科、救急 

藤田医科大学七栗記念病院（031706） 

リハビリテーション科、内科、外科 

名張市立病院（031707） 

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、循環器内科、総合診療科、麻酔科 

市立伊勢総合病院（030453） 

内科、脳神経内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、放射線科、麻酔科、 

泌尿器科 

紀南病院（040005） 

内科、外科 

尾鷲総合病院（031709） 

内科、外科 



 

 

 三重県立一志病院（032842） 

内科（地域医療） 

亀山市立医療センター（110022） 

内科（総合診療科） 

伊賀市立上野総合市民病院（070038） 

内科、整形外科、消化器内科、脳神経内科、外科 

永井病院（147625） 

内科、循環器内科、外科、整形外科 

菰野厚生病院（031696） 

脳神経内科 

榊原温泉病院（031699） 

地域医療（内科） 

松阪厚生病院（031705） 

精神科 

志摩市民病院（096065） 

地域医療（総合診療） 

済生会明和病院（030828） 

脳神経内科 

松阪保健所（191039） 

保健・医療行政   

三重県赤十字血液センター（035069） 

保健・医療行政 

 

 

 

＊救急当直研修について 

   指導医もしくは上級医（研修医除く）と組み、全診療科について救急研修を行う。 

   当直回数は月間４～５回を予定する。 

＊ＣＰＣ研修について 

   隔月 1 回開催予定の剖検会に向けて、研修医が経験した症例についてＣＰＣレポートを作成し、 

   指導医のチェックを受け、剖検報告書の作成・発表を行う。 

＊選択しなかった科目の到達目標について 

   具体的スケジュール策定時に、研修医と相談のうえ、他の必修科目、選択科目で到達・経験 

   できるように配慮したスケジューリングを行う。また、当直及び救急選択時に、縫合、捻挫 

   などの外科処置を経験する 

 


