別紙３

２９．研修プログラムの名称及び概要
プログラム番号：０３０７８８７０１
病院施設番号：０３０７８８

臨床研修病院の名称：株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

臨床研修病院群番号：０３０７８８

臨床研修病院群名：

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

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
２．研修プログラムの特色

３．臨床研修の目標の概要

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院臨床研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
≪総合的な能力が身につくプログラム≫
プログラムは、総合的な能力が習得できる実績のあるプログラムです。プログラム通りに研修を行うと
厚生労働省の到達目標を達成できるようになります。
(1)中規模病院であるため、医療の全体像が見えやすく、将来の専門科選択に役立つプログラムです。
(2)各科の垣根が低く連携をとり研修ができるため、トータル・マネージメント能力が身に付きます。
初期研修には最適なシステムです。
(3)多彩な自由選択科目があり、院内各科はもとより、筑波大学、東京医科歯科大学、東京医科大学茨
城医療センター、日本医科大学など選択研修可能です。
(4)院内選択科目は、内科（各専門科）、整形外科、泌尿器科、耳鼻科、麻酔科、皮膚科、病理科、放射
線科(診断・治療)、形成外科、リハビリテーション科です。
(5)内科は、循環器、呼吸器、消化器、神経、膠原病、血液、代謝内分泌、腎臓の専門指導医から指導
が受けられます。
(6)常勤の病理医から CPC の指導が受けられます。
(7)委員会活動が充実しており、医療リスクマネージメントなどにつき、体系的に学べます。
(8)訪問看護ステーション、健診センターなどを有しており、在宅医療、疾病予防活動など研修できま
す。
(9)企業立病院であり、産業医活動も学べます。
必要不可欠な基礎的臨床能力の養成を行う。
(1)患者及びその周辺の人々を全人的に把握し、良好な信頼関係を構築できる事
(2)基本的な医療面接と身体診察を行える事
(3)Common disease の診断及び治療が行える事
(4)救急疾患の診断及び初期治療が行える事
(5)診療内容や診療情報の記載が適切に行える事
(6)疾病予防,健康管理、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、緩和ｹｱ、在宅医療について理解し基本的診療計画を立てられる事。

４．研修期間

（

2

備考
５．臨床研修を行う分野

（原則として、
「２年」と記入してください。）

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
(記入例)

必
修
科
目
・
分
野

）年

内科は基幹型研修施設になっていますので、内科専攻医として内科研修が可能です。

ｘｘ科

1234567

内科

030788

救急部門

030788

病院又は施設の名称
○○

病院

株式会社日立製作所ひたちなか総合
病院
株式会社日立製作所ひたちなか総合
病院

032589

ハートクリニック松本

041473

医療法人恒貴会大和クリニック

060025

地域医療
一般外来

村立東海病院
157821
医療法人 大森医院
178586

社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨
城県済生会常陸大宮済生会病院
医療法人博仁会志村大宮病院

研修期間

内一般外来

○週

○週

28 週

0.5 週

12 週
4週

一般外来 2.5 週
一般外来 2.5 週
在宅診療 1 週
一般外来 2.5 週
在宅診療 1 週
一般外来 2.5 週
在宅診療 1 週
一般外来 2.5 週
一般外来 2.5 週
在宅診療 1 週

田中循環器内科クリニック

一般外来 2.5 週

医療法人蔦会アイビークリニック

一般外来 2.5 週

あやべ内科医院

一般外来 2.5 週
一般外来 2.5 週

いばらき診療所みと

在宅診療 1 週
一般外来 2.5 週

おやけクリニック

一般外来 2.5 週

黒澤内科医院

外科

030788

小児科

030788

産婦人科

一般外来 2.5 週

関内科医院

一般外来 2.5 週

やまき内科クリニック

一般外来 2.5 週

小林医院

一般外来 2.5 週

西成田医院

一般外来 2.5 週

株式会社日立製作所ひたちなか総合
病院
株式会社日立製作所ひたちなか総合
病院

030089

茨城県立中央病院

030091

水戸済生会総合病院

030092

株式会社日立製作所日立総合病院

030094

茨城県厚生農業共同組合連合会総合
病院土浦協同病院

030095

東京医科大学茨城医療センター

030097

筑波大学附属病院

030187

東京医科歯科大学医学部附属病院

147550

精神科

尚仁会クリニック

8週

週

4週

1週

4週

医療法人すこやかひたちなか母と子
の病院

031303

栗田病院

030097

筑波大学附属病院

4週

病院で
定めた
必修
科目

選択
科目

選択科

030788
030088

株式会社日立製作所ひたちなか総合
病院
独立行政法人国立病院機構 水戸医
療センター

030089

茨城県立中央病院

030091

水戸済生会総合病院

030092

株式会社日立製作所日立総合病院

030094

茨城県厚生農業共同組合連合会総合
病院土浦協同病院

030095

東京医科大学茨城医療センター

030097

筑波大学附属病院

030183

日本医科大学付属病院

030187

東京医科歯科大学医学部附属病院

031043

水戸協同病院

40 週

031306

独立行政法人国立病院機構茨城東病
院

保健・医療行

041290

茨城県ひたちなか保健所

政

032594

介護老人保健施設サンフラワー東海

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低 52週
臨床研修協力施設での研修期間・・・最大 12 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。
一般外来の研修を行う診療科・・・内科、小児科、地域医療
在宅診療については、地域医療研修で研修できない場合は、当院にて行う
2 年間を通じての休日・夜間の当直回数…約 50 回

産婦人科は株式会社日立製作所日立総合病院、筑波大学附属病院、土浦協同病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、茨城県立中央病院、
東京医科大学茨城医療センター、医療法人すこやかひたちなか母と子の病院から 1 つ選択し、1 ヶ月間研修を行う。
精神科は、筑波大学附属病院、栗田病院から１つ選択し、4 週間研修を行う。

地域医療研修は下記の医療機関から選択し（組み合わせ可）
、4 週間研修を行う。
村立東海病院（地域医療）
志村大宮病院（地域医療）
社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会常陸大宮済生会病院（地域医療）
田中循環器内科クリニック（地域医療）
医療法人恒貴会大和クリニック（地域医療）
ハートクリニック松本（地域医療）
大森医院（地域医療）
アイビークリニック（地域医療）
あやべ内科医院（地域医療）
いばらき診療所みと（地域医療）
おやけクリニック（地域医療）
黒澤内科医院（地域医療）
小林医院（地域医療）
尚仁会尚仁会クリニック（地域医療）
関内科医院（地域医療）
やまき内科クリニック（地域医療）
西成田医院（地域医療）
サンフラワー東海（保健・医療行政）
ひたちなか保健所（保健・医療行政）
日本医科大学付属病院選択科目
総合診療科,循環器内科 ,神経・脳血管内科,腎臓内科 ,リウマチ・膠原病内科,血液内科,糖尿病内分泌代謝内科,消化器・
肝臓内科,呼吸器内科,化学療法科,精神神経科,小児科,遺伝診療科,放射線科,放射線治療科,東洋医学科,口腔科（周術期）
,リハビリテーション科,、病理診断科,外科系消化器外科,乳腺科,内分泌外科,心臓血管外科,呼吸器外科,脳神経外科,
眼科,整形外科・リウマチ外科,女性診療科・産科,耳鼻咽喉科・頭頸部外科,泌尿器科,皮膚科,麻酔科・ペインクリニック,
緩和ケア科,がん診療科,救命救急科（CCM）,形成外科・美容外科,心臓血管集中治療科（CCU）,外科系集中治療科（S-ICU）,
脳卒中集中治療科（SCU）、救急診療科
茨城県立中央病院選択科目
消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、腫瘍内科、血液内科、腎臓内科、内分泌代謝・糖尿病内科、小児科、総合診療科、膠
原病・リウマチ科、外科（一般・消化器・乳腺）
、循環器外科、呼吸器外科、整形外科、血管外科、泌尿器科、産婦人科、脳神経外科、耳
鼻咽喉科・頭頚部外科、皮膚科・形成外科、眼科
東京医科大学茨城医療センター選択科目
内科（総合診療・呼吸器・消化器・代謝内分泌・腎臓・感染症）、循環器内科、神経内科、呼吸器外科、外科（消化器・乳腺・血管）
、脳
神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、精神科、小児科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科
独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター選択科目
内科・循環器科、呼吸器科、神経内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、消化器科、血液内科、整形
外科、皮膚科、眼科、救急科
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院選択科目
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、代謝・内分泌内科、腎臓内科、人工透析内科、神経内科、リウマチ科、小児科
小児科（新生児）
、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血管外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯
科口腔外科
株式会社日立製作所日立総合病院選択科目
呼吸器内科、代謝内分泌内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、消化器内科、循環器科、救急総合診療科、整形
外科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科歯科、血液内科、腎臓内科、外科、形成外科、新生児科、泌尿器科、リハビリテーション科

社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院選択科目
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、腎臓内科、内分泌内科、神経内科、小児科、外科、乳腺外科、消化器外科、整
形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、歯科（口腔外
科）、放射線科、リハビリテーション科、救急科、ペインクリニック内科、病理診断科

水戸協同病院選択科目
内科（総合診療科）
、救急科、外科、麻酔科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科
独立行政法人国立病院機構茨城東病院選択科目
内科、呼吸器科

