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病院総合診療医養成コース病院総合診療医養成コース

将来的に一般市中病院で診療する医師の養将来的に一般市中病院で診療する医師の養
成を目的として，一般・総合診療医の知識・技成を目的として，一般・総合診療医の知識・技
術・判断力・人間性・経験，指導能力を高め，術・判断力・人間性・経験，指導能力を高め，
個々の臓器に対する疾患を相手にするのでは個々の臓器に対する疾患を相手にするのでは
なく，全人的医療を実践する医師となることを目なく，全人的医療を実践する医師となることを目
標とする．さらに，文献検索や原著論文の批判標とする．さらに，文献検索や原著論文の批判
的吟味の能力を養いながら，的吟味の能力を養いながら，EBMEBM（（EvidenceEvidence--
Based MedicineBased Medicine）を実践できるように修練を）を実践できるように修練を

重ね，学生や初期研修医に対して教育する技重ね，学生や初期研修医に対して教育する技
術を身につけていく．術を身につけていく．

プログラムの概要プログラムの概要

44年間のプログラムで，内科学会，プライマ年間のプログラムで，内科学会，プライマ

リケア学会のリケア学会の認定医，専門医認定医，専門医が取得可能が取得可能

総合診療科を中心に，ニーズに応じて，総合診療科を中心に，ニーズに応じて，自自
由なアレンジ由なアレンジが可能な研修内容が可能な研修内容

全国の地域病院における，全国の地域病院における，様々な環境様々な環境でのでの
診療を体験可能診療を体験可能

数多くの数多くの教育熱心な指導医教育熱心な指導医が，細部まで配が，細部まで配
慮の行き届いた熱い指導で，研修をサポー慮の行き届いた熱い指導で，研修をサポー
トト

将来将来どこに行っても一人で自信を持って判どこに行っても一人で自信を持って判
断ができる断ができるホスピタリストとして，ホスピタリストとして，生涯学習生涯学習にに
必要なスキルを身につけることが可能必要なスキルを身につけることが可能

臨床医学論文臨床医学論文を短時間で奥深く読めるようを短時間で奥深く読めるよう
になり，かつその結果をになり，かつその結果を現場の診療に役立現場の診療に役立
てるてることができるようになることができるようになる

質の高い質の高い研究や学会発表研究や学会発表を行うことが可能を行うことが可能

地域医療振興協会の家庭医療専門医養成地域医療振興協会の家庭医療専門医養成
コースとの相互乗り入れで，コースとの相互乗り入れで，いつでも進路変いつでも進路変
更が可能更が可能

特徴特徴 ：： ここがウリですここがウリです

将来，病院で内科を中心に幅広く質の高い将来，病院で内科を中心に幅広く質の高い
診療をする診療をするホスピタリストホスピタリストになりたい人になりたい人

EBMEBMを実践を実践できるようになりたい人できるようになりたい人

まだまだ進路が定まっていない進路が定まっていない人人

対象者対象者 ：： こんな人にピッタリですこんな人にピッタリです

理念：理念：

地域の皆様，医療機関，行政との連携を大切地域の皆様，医療機関，行政との連携を大切

にし，愛され，親しまれ，信頼される病院を目にし，愛され，親しまれ，信頼される病院を目
指します．指します．

基本方針：基本方針：

東京北社会保険病院の目的は，東京北社会保険病院の目的は，
1.1. 2424時間体制による小児救急医療など小児医療時間体制による小児救急医療など小児医療

に重点を置いた運営に重点を置いた運営

2.2. 地域の医療機関との連携を確保地域の医療機関との連携を確保
3.3. へき地，離島などへの医療支援を行うとともに，へき地，離島などへの医療支援を行うとともに，

災害時には医療拠点としての役割を果たす災害時には医療拠点としての役割を果たす

4.4. 病院と介護老人保健施設との連携を確保した病院と介護老人保健施設との連携を確保した
包括的サービスの提供包括的サービスの提供

5.5. 民間の創意工夫を活かした効率的な事業運営民間の創意工夫を活かした効率的な事業運営

診療科目：内科，呼吸器科，消化器科，循環診療科目：内科，呼吸器科，消化器科，循環
器科，腎臓内科，肛門科，小児科，外科，整器科，腎臓内科，肛門科，小児科，外科，整
形外科，脳神経外科，産婦人科，皮膚科，眼形外科，脳神経外科，産婦人科，皮膚科，眼
科，耳鼻咽喉科，泌尿器科，放射線科，麻酔科，耳鼻咽喉科，泌尿器科，放射線科，麻酔
科，リハビリテーション科科，リハビリテーション科

病床数病床数 ：： 280280床床（開放型（開放型55床，床，ICU 5ICU 5床）床）

開設年開設年 ：： 平成平成1616年年33月月

東京北社会保険病院の概要東京北社会保険病院の概要

〒〒115115--00530053 東京都北区赤羽台東京都北区赤羽台44--1717--5656
Tel : 03Tel : 03--59635963--33113311 http://www.tokyokitahttp://www.tokyokita--jadecom.jpjadecom.jp

日本内科学会日本内科学会 認定内科医認定内科医

日本内科学会日本内科学会 総合内科専門医総合内科専門医

日本プライマリ・ケア学会日本プライマリ・ケア学会 認定医認定医

日本プライマリ・ケア学会日本プライマリ・ケア学会 専門医専門医

取得可能な資格取得可能な資格

当院総合診療科当院総合診療科

内科内科各科各科：：当院または他院の当院または他院の各専門科各専門科

地域病院地域病院：：協会内外の地域中核病院内科協会内外の地域中核病院内科

診療所診療所：：へき地診療所または小規模病院へき地診療所または小規模病院

教育病院教育病院：：自治医科大学本院自治医科大学本院，，または、または、さいさい
たまたま医療センター内科ローテーション、もしく医療センター内科ローテーション、もしく
は他大学は他大学

海外留学海外留学：：OHSUOHSU（オレゴン州立健康科学大（オレゴン州立健康科学大
学家庭医療科）学家庭医療科）

研修カリキュラム研修カリキュラム

入院診療入院診療

病棟での入院患者の診療が中心病棟での入院患者の診療が中心

病院全体の病院全体の22割を占める割を占める

毎日指導医とディスカッション毎日指導医とディスカッション

外来診療外来診療

週週22回回（初診（初診11コマ，再診コマ，再診11コマ）コマ）

市中病院での市中病院でのcommon diseasecommon diseaseのマネージのマネージ

メントを習得メントを習得

常時，指導医に相談できるプリセプターシップ常時，指導医に相談できるプリセプターシップ

救急診療救急診療

日中，夜間の日中，夜間の都市部都市部22次救急次救急診療を研修診療を研修

教育教育

屋根瓦方式屋根瓦方式により，初期研修医を指導により，初期研修医を指導

指導方法を指導医よりフィードバック指導方法を指導医よりフィードバック

豊富なカンファレンス豊富なカンファレンス

内科カンファレンス（各科合同）内科カンファレンス（各科合同）

外来カンファレンス外来カンファレンス

入院カンファレンス入院カンファレンス

抄読会抄読会

その他，不定期に様々な勉強会を開催その他，不定期に様々な勉強会を開催

当院総合診療科での研修当院総合診療科での研修

総合診療科
6ヶ月

総合診療科総合診療科
66ヶ月ヶ月 地域病院

3ヶ月

地域病院地域病院
33ヶ月ヶ月 選択1

3ヶ月

選択選択11
33ヶ月ヶ月S1S1

S2S2

総合診療科
6ヶ月

総合診療科総合診療科
66ヶ月ヶ月 地域病院

3ヶ月

地域病院地域病院
33ヶ月ヶ月 選択3

3ヶ月

選択選択33
33ヶ月ヶ月

S3S3

地域病院
3ヶ月

地域病院地域病院
33ヶ月ヶ月 選択4

3ヶ月

選択選択44
33ヶ月ヶ月 選択5

3ヶ月

選択選択55
33ヶ月ヶ月 選択6

3ヶ月

選択選択66
33ヶ月ヶ月

S4S4

ローテーションオプション（各ローテーションオプション（各33ヶ月単位）ヶ月単位） ローテーション例ローテーション例

当院総合診療科での診療実績当院総合診療科での診療実績

身分：専修医（常勤医師）身分：専修医（常勤医師）

給与：東京北社会保険病院医師給与規定に給与：東京北社会保険病院医師給与規定に
よる／専修医よる／専修医11年目年目 年俸年俸550550万円～万円～

手当：宿日直手当（手当：宿日直手当（11回回33万円），家族手当，万円），家族手当，

通勤手当など別途支給通勤手当など別途支給

社会保険：健康保険，厚生年金，雇用保険，社会保険：健康保険，厚生年金，雇用保険，
労災保険，退職年金制度，医師賠償責任保労災保険，退職年金制度，医師賠償責任保
険加入険加入

宿舎：敷地内に職員寮，近隣に医師住宅あ宿舎：敷地内に職員寮，近隣に医師住宅あ
り（空室状況による）り（空室状況による）

休暇：有給休暇初年度休暇：有給休暇初年度1010日，特別休暇あり日，特別休暇あり

奨学金：奨学金：33ヶ月の試用期間後，希望者に支給ヶ月の試用期間後，希望者に支給
する制度あり／年間する制度あり／年間150150万円～万円～

その他：学会・研究会への参加費支給ありその他：学会・研究会への参加費支給あり

待遇待遇 : : ここも大事ですここも大事です

まず，以下のまず，以下のURLURLをご確認下さいをご確認下さい

http://www.tokyokitahttp://www.tokyokita--jadecom.jp/seniorjadecom.jp/senior

東京北社会保険病院東京北社会保険病院

総務課総務課 人事担当（石黒，平澤）人事担当（石黒，平澤）

電話電話 0303--59635963--33113311
FAXFAX 0303--59635963--66786678

お申し込み・お問い合せお申し込み・お問い合せ

選択は，左ローテーションオプションより選択選択は，左ローテーションオプションより選択

その他
48%

心不全
3%

急性胃腸炎
4%

脱水
4%

糖尿病5%

脳卒中
18% 肺炎

12%

尿路感染症
6%

入院診療入院診療 研修医担当研修医担当410410例（平成例（平成1919年度）年度）

呼吸器
16%

循環器
14%

精神
3%

内分泌代謝
6%

腎臓
8%
感染症

9% 消化器
11%

耳鼻科
4%

膠原病
4%

血液
2%

整形・皮膚・
産婦
3%

神経
20%

疾患別疾患別 ：： 多彩な疾患多彩な疾患 分野別分野別 : : まんべんなくカバーまんべんなくカバー

外来診療外来診療 （平成（平成1919年年77月～平成月～平成2020年年22月）月）

ある研修医の場合ある研修医の場合 週週11回初再診外来（午前半日）回初再診外来（午前半日）

総数総数 177177例例 （月平均（月平均 22.122.1例，例，11日平均日平均 7.77.7例例））
うち初診患者うち初診患者 143143例例 （月平均（月平均 17.917.9例，例，11日平均日平均 6.26.2例）例）

うち再診患者うち再診患者 3434例例 （月平均（月平均 4.34.3例，例，11日平均日平均 1.51.5例）例）

全例プリセプターが相談に乗り，じっくり診られる！全例プリセプターが相談に乗り，じっくり診られる！

総合診療科
6ヶ月

総合診療科総合診療科
66ヶ月ヶ月 地域病院

3ヶ月

地域病院地域病院
33ヶ月ヶ月 選択2

3ヶ月

選択選択22
33ヶ月ヶ月


