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別表 1 春日部市立医療センター疾患群症例病歴要約到達目標 

 

 

 

※1 消化器分野では「疾患群」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 修了要件に示した分野の合計は 41 疾患群だが、他に異なる 15 疾患群の経験を加えて、合計 56

疾患群以上の経験とする。 

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

※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。 

専攻医3年修了時 専攻医3年修了時 専攻医2年修了時 専攻医1年修了時

カリキュラムに示す疾患群 修了要件 経験目標 経験目標

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

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以上※2 4 2

2

1

56疾患群 45疾患群 29症例

(任意選択含む) (任意選択含む) (外来は最大7)※3

200以上 160以上

(外来は最大20) (外来は最大16)
120以上

※5病歴要約提出数

合計※5

症例数※5

70新患群 20疾患群

60以上

2

3※4

内容

外科紹介症例

剖検症例

分野
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別表 2 

 

春日部市立医療センター内科専門研修 週間スケジュール（例） 

 

★ 春日部市立医療センター内科専門研修プログラム ４。専門知識・専門技能の習得計画 に従

い、内科専門研修を実践します。 

∙ 上記はあくまでも例：概略です。 

∙ 内科および各診療科（Subspecialty）のバランスにより、担当する業務の曜日、時間帯は調整・

変更されます。 

∙ 入院患者診療には、内科と各診療科（Subspecialty)などの入院患者の診療を含みます。 

∙ 日当直やオンコールなどは、内科もしくは各診療科（Subspecialty)の当番として担当します。 

∙ 地域参加型カンファレンス、講習会、CPC、学会などは各々の開催日に参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

内科 朝カンファレンス〈各診療科（Subspecialty）〉

担当患者の病態に応じた診療/オンコール/当直など

担当患者の病態に
応じた診療/
オンコール/

日当直/
講習会・

学会参加など

午前

午後

入院患者診療

内科検査内科検査
〈各診療科

（Subspecialty）〉

入院患者診療

内科入院患者
カンファレンス

〈各診療科
（Subspecialty）〉

救急外来/内科外
来診療

入院患者診療

内科外来診療
〈各診療科

（Subspecialty）〉

入院患者診療

抄読会

講習会
ＣＰＣなど

内科合同
カンファレンス

内科入院患者
カンファレンス

〈各診療科
（Subspecialty）〉

内科検査内科検査
〈各診療科

（Subspecialty）〉

入院患者診療

地域参加型
カンファレンス

など

入院患者診療

入院患者診療/
救命外来
オンコール

入院患者診療/
救命外来
オンコール

入院患者診療

内科外来診療
（総合）

入院患者診療
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別表 3 春日部市立医療センター研修施設群 指導医リスト 

１ 有馬 健 春日部市立医療センター 副院長 

2 山岡 健治 春日部市立医療センター 診療部長 

3 河野 通 春日部市立医療センター 内科部長 

4 藏 良政 春日部市立医療センター 内科部長 

5 木曽原  朗 春日部市立医療センター 内科部長 

6 金井 孝司 春日部市立医療センター 内科部長 

7 古市 知広 春日部市立医療センター 内科部長 

8 福西 昌徳 春日部市立医療センター 内科部長 

9 福本 顕史 春日部市立医療センター 内科部長 

10 川村 弥 春日部市立医療センター 内科部長 

11 細渕 尚子 春日部市立医療センター 内科医長 

12 北條 敦子 春日部市立医療センター 内科医長 

13 中川 喜子 日本大学医学部附属板橋病院 医長 

14 中井 俊子 日本大学医学部附属板橋病院 医長 

15 田口  功 獨協医科大学越谷病院 主任教授 

16 犬飼 敏彦 獨協医科大学越谷病院 教授 

17 竹林 晃三 獨協医科大学越谷病院 准教授 

18 土屋 天文 獨協医科大学越谷病院 学内講師 

19 原 健二 獨協医科大学越谷病院 学内講師 

20 森田 公夫 獨協医科大学越谷病院 センター長 

21 岡村 隆光 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

22 福島 康次 獨協医科大学越谷病院 教授 

23 杉山 公美弥 獨協医科大学越谷病院 教授 

24 平田 博国 獨協医科大学越谷病院 講師 

25 高山 賢哉 獨協医科大学越谷病院 講師 

26 佐藤 英幸 獨協医科大学越谷病院 学内講師 

27 舘脇 正充 獨協医科大学越谷病院 講師 
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28 相馬 亮介 獨協医科大学越谷病院 学内講師 

29 増田 浩之 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

30 時田 心悟 獨協医科大学越谷病院 助教 

31 若山 知薫 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

32 渡邉 浩祥 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

33 吉田 匠生 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

34 仲野 堅太郎 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

35 有福 一 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

36 藤松 孝旨 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

37 玉野 正也 獨協医科大学越谷病院 教授 

38 片山 裕視 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

39 酒井 良彦 獨協医科大学越谷病院 学内教授 

40 小林 さゆき 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

41 中原 志朗 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

42 小松 孝昭 獨協医科大学越谷病院 講師 

43 竹田 徹朗 獨協医科大学越谷病院 教授 

44 川本 進也 獨協医科大学越谷病院 准教授 

45 甲田 亮 獨協医科大学越谷病院 講師 

46 宮本 智之 獨協医科大学越谷病院 教授 

47 尾上 祐行 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

48 赤岩 靖久 獨協医科大学越谷病院 学内准教授 

49 小川 知宏 獨協医科大学越谷病院 学内講師 

50 横田 隆子 獨協医科大学越谷病院 学内助教 

51 菅原 斉 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

52 豊島 秀男 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

53 吉田 昌史 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

54 尾本 きよか 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

55 寺井 千尋 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

56 森下 義幸 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 
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57 大河原 晋 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

58 星野 太郎 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

59 﨑山 快夫 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

60 滑川 道人 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

61 石井 彰 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

62 渡辺 珠美 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

63 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

64 藤田 英雄 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

65 坂倉 建一 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

66 眞嶋 浩聡 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

67 宮谷 博幸 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

68 浅部 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

69 松本 吏弘 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

70 鷺原 規喜 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

71 浅野 岳晴 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

72 山中 健一 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

73 小山 信一郎 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

74 長井 良昭 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

75 渡辺 恭孝 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

76 三輪 千尋 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

77 賀古 真一 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

78 仲宗根 秀樹 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

79 菊地 美里 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

80 木村  俊一 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

81 佐藤 美樹 自治医科大学附属さいたま医療センター 非常勤医員 

82 石原 優子 自治医科大学附属さいたま医療センター 非常勤医員 

83 河村 浩二 自治医科大学附属さいたま医療センター 非常勤医員 

84 山下 武志 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

85 眞山 英徳 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 
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86 三橋 武司 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

87 和田 浩 自治医科大学附属さいたま医療センター 准教授 

88 宇賀田 裕介 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

89 若林 靖史 自治医科大学附属さいたま医療センター 助教 

90 原 一雄 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 

91 福地 貴彦 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

92 太田  洋充 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

93 林 武邦 自治医科大学附属さいたま医療センター 講師 

94 平井 啓之 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床助教 

95 松沢 迪子 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床助教 

96 丸山 寿晴 春日部嬉泉病院 院長 

97 浜田 寛昭 春日部嬉泉病院 診療部長 

98 髙山 英一 春日部嬉泉病院 診療技術部長 


