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公立豊岡病院の概要

特徴

 明治4年（1871年）設立（公立病院では全国で2番目の古さ）

 ドクターヘリ出動回数日本一（2018年度 2,105回/年）

 兵庫県北部、京都府北部における唯一の総合病院

 ダヴィンチ等を含む高度最先端医療

病床数
 518床 〔一般 463床（ICU/CCU 6，HCU 12，NICU 6），

感染 4，精神 51〕

併設
施設

 但馬救命救急センター（ＴＥＣＣＭＣ）

 但馬こうのとり周産期医療センター

 認知症疾患医療センター

医師数  141名（うち、研修医19名）



公立豊岡病院の全景



2020年度 公立豊岡病院臨床研修プログラム

定員数：9名程度

研修年次

月（4週） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月

ローテイト
診 療 科

救　急 外科 産婦人科

当　直

研修年次 1～２年目

月（4週） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月

ローテイト
診 療 科

精神科
地域医療
（在宅医療）

（一般外来）

一般外来

当　直

日高医療センター、出石医療センター、朝来医療センター、香住病院、浜坂病院のいずれかで研修

２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ＋協力型臨床研修病院又は研修協力施設 )
2月

１　～　２　　年　　目　( 豊岡病 院 )

　　　選　択　研　修　（各診療科の選択は組合せ自由）
　

　　　＊協力型臨床研修病院（０≦３ヵ月）
　　　京大病院・神大病院・県立尼崎・神戸市立中央市民・加古川中央市民・八鹿病院

救急（並行）

救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う） 救急（並行）

内　　　　　科
（一般外来）

麻酔
（うち１ヵ月は救急

研修として認定）

小児科

１　　年　　目　( 豊岡病 院 )
2月


26→28→29変更

								公立豊岡病院臨床研修プログラムのローテーション コウリツ トヨオカ リンショウ ケンシュウ																																																				資　料 シ リョウ



		平成２６年以前 ヘイセイ ネン イゼン																		１年目は内科（６ヶ月）・救急（３ヶ月）・麻酔科(病院で定めた必修科目)（１ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科・麻酔科(選択必修科目)から　　　　　１又は２診療科を選択し計２ヶ月間の研修を行う。
２年目は地域医療（１ヶ月）のほか、救急（ICU）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。 ゲツ ゲツ マタ ネンメ チイキ イリョウ ゲツ キュウキュウ セイシン カ カク ゲツ ヒッシュウ

		公立豊岡病院臨床研修プログラムAコース  (７名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院  ) トシ メ トヨオカ																										２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 又は協力型臨床研修病院 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン マタ キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　　　急 キュウ キュウ						麻酔		(外科･麻酔･小児･産婦から選択)						地域医療
(月は１２
月に分散) チイキ イリョウ ツキ ツキ ブンサン		必修
(救急（ICU）)				必修
(精神)				選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目

(ローテート期間は１～９ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊協力型臨床研修病院：公立八鹿病院
 キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン コウリツ ヨウカ ビョウイン









		H28年度プログラム変更 ネン ド ヘンコウ																		１年目は内科（６ヶ月）・救急（３ヶ月）・麻酔科(病院で定めた必修科目)（１ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科・麻酔科(選択必修科目)から　　　　　１又は２診療科を選択し計２ヶ月間の研修を行う。
２年目は地域医療（１ヶ月）のほか、救急（ICU）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (７名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院  ) トシ メ トヨオカ																										２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 又は協力型臨床研修病院 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン マタ キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　　　急 キュウ キュウ						麻酔		(外科･麻酔･小児･産婦から選択)						地域医療
(月は１２
月に分散) チイキ イリョウ ツキ ツキ ブンサン		必修
(救急（ICU）)				必修
(精神)				選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目

(ローテート期間は１～９ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)　　　　　　　　　　　　　　＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊協力型臨床研修病院：県立尼崎病院・公立八鹿病院　 ケンリツ コウリツ

																				１年目は内科（６ヶ月）・救急（１ヶ月）・麻酔科(病院で定めた必修科目)（３ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科(選択必修科目)から１又は２診療科を選択し計２ヶ月間の研修を行う。救急では、豊岡消防署にて救急自動車同乗実習を行う。
２年目は地域医療（１ヶ月）のほか、救急（ICU）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。
救急については、１年目（１ヶ月）、２年目（１ヶ月）、救急外来における宿日直を通じて通算３ヶ月以上を確保する。
選択研修科目は豊岡病院のほか、京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・尼崎総合医療センター・八鹿病院での研修が可能。
（豊岡病院以外での研修は最長３ヶ月まで、研修管理委員会の許可を得て行う） センタク ケンシュウ カモク トヨオカ ビョウイン キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン アマガサキ ソウゴウ イリョウ ヨウカ ビョウイン ケンシュウ カノウ トヨオカ ビョウイン イガイ ケンシュウ サイチョウ ゲツ ケンシュウ カンリ イインカイ キョカ エ オコナ

		H29年度プログラム変更　

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (９名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院  ) トシ メ トヨオカ																										２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ，協力型臨床研修病院又は研修協力施設 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン マタ ケンシュウ キョウリョク シセツ

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　急 キュウ キュウ		麻酔						(外科･小児･産婦から選択)						地域医療
 チイキ イリョウ		必修
(救急（ICU）)				必修
(精神)				　　　　　　　　　　　選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
(ローテート期間は１～９ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊協力型臨床研修病院：京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・県立尼崎総合医療センター・公立八鹿病院 キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ケンリツ ソウゴウ イリョウ コウリツ

						救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）





29→32変更

								公立豊岡病院臨床研修プログラムのローテーション コウリツ トヨオカ リンショウ ケンシュウ																																																				資　料 シ リョウ





																				１年目は内科（６ヶ月）・救急（１ヶ月）・麻酔科(病院で定めた必修科目)（３ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科(選択必修科目)から１又は２診療科を選択し計２ヶ月間の研修を行う。救急では、豊岡消防署にて救急自動車同乗実習を行う。
２年目は地域医療（１ヶ月）のほか、救急（ICU）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。
救急については、１年目（１ヶ月）、２年目（１ヶ月）、救急外来における宿日直を通じて通算３ヶ月以上を確保する。
選択研修科目は豊岡病院のほか、京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・尼崎総合医療センター・八鹿病院での研修が可能。
（豊岡病院以外での研修は最長３ヶ月まで、研修管理委員会の許可を得て行う） センタク ケンシュウ カモク トヨオカ ビョウイン キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン アマガサキ ソウゴウ イリョウ ヨウカ ビョウイン ケンシュウ カノウ トヨオカ ビョウイン イガイ ケンシュウ サイチョウ ゲツ ケンシュウ カンリ イインカイ キョカ エ オコナ

		現行プログラム　 ゲンコウ

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (９名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院  ) トシ メ トヨオカ																										２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ，協力型臨床研修病院又は研修協力施設 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン マタ ケンシュウ キョウリョク シセツ

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　急 キュウ キュウ		麻酔						(外科･小児･産婦から選択)						地域医療
 チイキ イリョウ		必修
(救急（ICU）)				必修
(精神)				　　　　　　　　　　　選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
　　　　　(ローテート期間は１～９ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
　　　　＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　＊協力型臨床研修病院：京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・
　　　　　 県立尼崎総合医療センター・公立八鹿病院 キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ケンリツ ソウゴウ イリョウ コウリツ

				救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）









																				【ブロック研修】
１年目に内科（24週）・救急（4週）・麻酔科（8週(病院で定めた必修科目・うち4週は救急の経験とする)）を研修する。
また、１～２年目に外科・小児科・産婦人科・精神科(各4週)、２年目に地域医療（4週）を必修で研修する。
２年目の40週間は選択研修とすることができる。選択研修の期間は、協力型臨床研修病院（京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・尼崎総合医療センター・神戸市立中央市民病院・加古川中央市民病院・八鹿病院）での研修を可能とする。
（ただし、豊岡病院以外での研修は最長12週まで、研修管理委員会の許可を得て行う。なお、院外研修12週には選択研修として行う地域医療の期間を含めるものとする。）
【並行研修】
救急は、２年間を通じて救急外来で行う宿日直（月４回程度）のうち、救急と選択研修の間を救急の並行研修とすることにより4週以上を確保する。
一般外来は、総合診療科（内科（必修）・選択研修）・地域医療（必修・選択研修）の並行研修により４週以上研修する。
在宅医療は、地域医療（必修・選択研修）の並行研修により経験する。
【救急研修】
救急は、１年目に救急外来（4週）と麻酔科（4週）を含めて8週と、救急及び選択研修の期間の宿日直を並行研修とすることにより4週以上を確保し、通算12週以上の経験とする。
また、豊岡消防署で救急自動車同乗実習を行う。 ケンシュウ シュウ シュウ シュウ シュウ キュウキュウ ケイケン ケンシュウ ネンメ セイシンカ カク シュウ シュウ ヒッシュウ ケンシュウ ネンメ シュウ カン センタク ケンシュウ センタク ケンシュウ キカン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン シュウ インガイ ケンシュウ シュウ センタク ケンシュウ オコナ チイキ イリョウ キカン フク ヘイコウ ケンシュウ ネンカン ツウ キュウキュウ ガイライ オコナ ツキ カイ テイド キュウキュウ センタク ケンシュウ カン キュウキュウ ヘイコウ ケンシュウ シュウ イッパン ガイライ ソウゴウ シンリョウ カ ナイカ ヒッシュウ センタク ケンシュウ チイキ イリョウ ヒッシュウ センタク ケンシュウ ヘイコウ ケンシュウ シュウ イジョウ ケンシュウ ザイタク イリョウ ケイケン キュウキュウ ネンメ キュウキュウ ガイライ シュウ オヨ キカン ツウサン シュウ イジョウ ケイケン

		平成32年度プログラム（例） ヘイセイ ネンド レイ

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (９名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ トヨオカ																		１　～　２　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ														２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ，協力型臨床研修病院又は研修協力施設 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン マタ ケンシュウ キョウリョク シセツ

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

				24週 シュウ												4週 シュウ		8週 シュウ				各4週 カク シュウ										4週 シュウ				40週 シュウ

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　急 キュウ キュウ		麻酔				外科 ゲカ		小児科 ショウニカ				産婦人科 サンフジンカ		精神科 セイシン カ		地域医療				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
　　　(ローテート期間は１～10ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
　　　＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＊協力型臨床研修病院：京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・県立尼崎
　　　　　総合医療センター・神戸市立中央市民病院・加古川中央市民病院・公立八鹿病院 キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ケンリツ ソウゴウ イリョウ コウベ シリツ チュウオウ シミン ビョウイン カコガワ チュウオウ シミン ビョウイン コウリツ

		研修分野
（並行研修） ケンシュウ ブンヤ ヘイコウ ケンシュウ		内　　　　　科
（一般外来） ウチ カ イッパン ガイライ												救　急 キュウ キュウ				麻酔 マスイ		外科 ゲカ		小児科 ショウニカ				産婦人科 サンフジンカ		精神科 セイシン カ		地域医療
（一般外来）
（在宅医療） イッパン ガイライ ザイタク イリョウ				（一般外来） イッパン ガイライ

		当　直 トウ チョク		救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）												救急（並行） キュウキュウ ヘイコウ				救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）																救急（並行） キュウキュウ





















29→32変更 (2)

								公立豊岡病院臨床研修プログラムのローテーション コウリツ トヨオカ リンショウ ケンシュウ																																																				資　料 シ リョウ



																				１年目は内科（６ヶ月）・救急（１ヶ月）・麻酔科(病院で定めた必修科目)（３ヶ月）のほか、外科・小児科・産婦人科(選択必修科目)から１又は２診療科を選択し計２ヶ月間の研修を行う。救急では、豊岡消防署にて救急自動車同乗実習を行う。
２年目は地域医療（１ヶ月）のほか、救急（ICU）・精神科（各１ヶ月）を必修とする。
救急については、１年目（１ヶ月）、２年目（１ヶ月）、救急外来における宿日直を通じて通算３ヶ月以上を確保する。
選択研修科目は豊岡病院のほか、京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・尼崎総合医療センター・八鹿病院での研修が可能。
（豊岡病院以外での研修は最長３ヶ月まで、研修管理委員会の許可を得て行う） センタク ケンシュウ カモク トヨオカ ビョウイン キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン アマガサキ ソウゴウ イリョウ ヨウカ ビョウイン ケンシュウ カノウ トヨオカ ビョウイン イガイ ケンシュウ サイチョウ ゲツ ケンシュウ カンリ イインカイ キョカ エ オコナ

		現行プログラム　 ゲンコウ

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (９名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院  ) トシ メ トヨオカ																										２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ，協力型臨床研修病院又は研修協力施設 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン マタ ケンシュウ キョウリョク シセツ

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　急 キュウ キュウ		麻酔						(外科･小児･産婦から選択)						地域医療
 チイキ イリョウ		必修
(救急（ICU）)				必修
(精神)				　　　　　　　　　　　選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
　　　　　(ローテート期間は１～９ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
　　　　＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　＊協力型臨床研修病院：京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・
　　　　　 県立尼崎総合医療センター・公立八鹿病院 キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ケンリツ ソウゴウ イリョウ コウリツ

				救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）







																				【ブロック研修】
１年目に内科（24週）・救急（4週）・麻酔科（8週(病院で定めた必修科目・うち4週は救急の経験とする)）を研修する。
また、１～２年目に外科・小児科・産婦人科・精神科(各4週)、２年目に地域医療（4週）を必修で研修する。
２年目の40週間は選択研修とすることができる。選択研修の期間は、協力型臨床研修病院（京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・尼崎総合医療センター・神戸市立中央市民病院・加古川中央市民病院・八鹿病院）での研修を可能とする。
（ただし、豊岡病院以外での研修は最長12週まで、研修管理委員会の許可を得て行う。なお、院外研修12週には選択研修として行う地域医療の期間を含めるものとする。）
【並行研修】
救急は、２年間を通じて救急外来で行う宿日直（月４回程度）のうち、救急と選択研修の間を救急の並行研修とすることにより4週以上を確保する。
一般外来は、総合診療科（内科（必修）・選択研修）・地域医療（必修・選択研修）の並行研修により４週以上研修する。
在宅医療は、地域医療（必修・選択研修）の並行研修により経験する。
【救急研修】
救急は、１年目に救急外来（4週）と麻酔科（4週）を含めて8週と、救急及び選択研修の期間の宿日直を並行研修とすることにより4週以上を確保し、通算12週以上の経験とする。
また、豊岡消防署で救急自動車同乗実習を行う。 ケンシュウ シュウ シュウ シュウ シュウ キュウキュウ ケイケン ケンシュウ ネンメ セイシンカ カク シュウ シュウ ヒッシュウ ケンシュウ ネンメ シュウ カン センタク ケンシュウ センタク ケンシュウ キカン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン シュウ インガイ ケンシュウ シュウ センタク ケンシュウ オコナ チイキ イリョウ キカン フク ヘイコウ ケンシュウ ネンカン ツウ キュウキュウ ガイライ オコナ ツキ カイ テイド キュウキュウ センタク ケンシュウ カン キュウキュウ ヘイコウ ケンシュウ シュウ イッパン ガイライ ソウゴウ シンリョウ カ ナイカ ヒッシュウ センタク ケンシュウ チイキ イリョウ ヒッシュウ センタク ケンシュウ ヘイコウ ケンシュウ シュウ イジョウ ケンシュウ ザイタク イリョウ ケイケン キュウキュウ ネンメ キュウキュウ ガイライ シュウ オヨ キカン ツウサン シュウ イジョウ ケイケン

		平成32年度プログラム（例） ヘイセイ ネンド レイ

		公立豊岡病院臨床研修プログラム  (９名) コウリツ トヨオカ ビョウイン リンショウ ケンシュウ

		年 トシ		１　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ トヨオカ																		１　～　２　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ														２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ，協力型臨床研修病院又は研修協力施設 ) トシ メ トヨ オカ ヤマイ イン キョウリョクガタ リンショウ ケンシュウ ビョウイン マタ ケンシュウ キョウリョク シセツ

		月 ツキ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月		4月		5月				6月				7月		8月		9月				10月				11月		12月		1月				2月				3月

				24週 シュウ												4週 シュウ		8週 シュウ				各4週 カク シュウ										4週 シュウ				40週 シュウ

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科 ウチ カ												救　急 キュウ キュウ		麻酔				外科 ゲカ		小児科 ショウニカ				産婦人科 サンフジンカ		精神科 セイシン カ		地域医療				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
　　　(ローテート期間は１～10ヶ月の間で自由に組み合わせが可能)
　　　＊ ただし、症例経験への配慮は必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＊協力型臨床研修病院：京都大学医学部附属病院・神戸大学医学部附属病院・県立尼崎
　　　　　総合医療センター・神戸市立中央市民病院・加古川中央市民病院・公立八鹿病院 キョウト ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン コウベ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ケンリツ ソウゴウ イリョウ コウベ シリツ チュウオウ シミン ビョウイン カコガワ チュウオウ シミン ビョウイン コウリツ

		研修分野
（並行研修） ケンシュウ ブンヤ ヘイコウ ケンシュウ		内　　　　　科
（一般外来） ウチ カ イッパン ガイライ												救　急 キュウ キュウ				麻酔 マスイ		外科 ゲカ		小児科 ショウニカ				産婦人科 サンフジンカ		精神科 セイシン カ		地域医療
（一般外来）
（在宅医療） イッパン ガイライ ザイタク イリョウ				選　　　択　　　研　　　修　　　科　　　目
（一般外来） イッパン ガイライ

		当　直 トウ チョク		救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）												救急（並行） キュウキュウ ヘイコウ				救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）																救急（並行） キュウキュウ



				主な変更点 オモ ヘンコウテン

		①		外科、小児科、産婦人科、精神科の必修化（各４週以上） ゲカ ショウニカ サンフジンカ セイシンカ ヒッシュウカ カク シュウ イジョウ

		②		一般外来（必修）の新設（４週以上） イッパン ガイライ ヒッシュウ シンセツ シュウ イジョウ

		③		在宅医療の経験 ザイタク イリョウ ケイケン

		④		麻酔科（最大４週）を救急研修と看做すことが可能 ミナ カノウ

		⑤		並行研修の厳格化（救急外来における宿日直の見直し） キュウキュウ ガイライ シュクニッチョク ミナオ





29→32変更 (3)



		研修年次 ケンシュウ ネンジ		１　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ トヨオカ																		１　～　２　　年　　目　( 豊岡病 院 ) トシ メ

		月（4週） ツキ シュウ		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		内　　　　　科
（一般外来） ウチ カ イッパン ガイライ												救　急 キュウ キュウ		麻酔
（うち１ヵ月は救急
研修として認定） ゲツ キュウキュウ ケンシュウ ニンテイ				外科 ゲカ		小児科 ショウニカ				産婦人科 サンフジンカ

		当　直 トウ チョク		救急外来における宿日直（月４回程度を2年間通じて行う）												救急（並行） キュウキュウ ヘイコウ



		研修年次 ケンシュウ ネンジ		1～２年目 ネンメ		２　　年　　目　( 豊 岡 病 院 ＋協力型臨床研修病院又は研修協力施設 )

		月（4週） ツキ シュウ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				3月

		ローテイト
診 療 科 ミ リョウ カ		精神科 セイシン カ		地域医療
（在宅医療）
（一般外来）		一般外来 イッパン ガイライ		　　　選　択　研　修　（各診療科の選択は組合せ自由）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＊協力型臨床研修病院（０≦３ヵ月）
　　　京大病院・神大病院・県立尼崎・神戸市立中央市民・加古川中央市民・八鹿病院 カクシンリョウカ センタク クミアワ ジユウ ゲツ

		当　直 トウ チョク								救急（並行）



								日高医療センター、出石医療センター、朝来医療センター、香住病院、浜坂病院のいずれかで研修 ヒダカ イリョウ イズシ イリョウ アサゴ イリョウ カスミ ビョウイン ハマサカ ビョウイン ケンシュウ



















				主な変更点 オモ ヘンコウテン

		①		外科、小児科、産婦人科、精神科の必修化（各４週以上） ゲカ ショウニカ サンフジンカ セイシンカ ヒッシュウカ カク シュウ イジョウ

		②		一般外来（必修）の新設（４週以上） イッパン ガイライ ヒッシュウ シンセツ シュウ イジョウ

		③		在宅医療の経験 ザイタク イリョウ ケイケン

		④		麻酔科（最大４週）を救急研修と看做すことが可能 ミナ カノウ

		⑤		並行研修の厳格化（救急外来における宿日直の見直し） キュウキュウ ガイライ シュクニッチョク ミナオ







❖但馬地域・京都北部の救急全例

受け入れのため症例が豊富！

救急総数（2018年度） 15,902件

救急車

ドクターカー

ドクターヘリ

ウォークイン

3,851
1,086
1,418
9,547

件

件

件

件

－Common diseaseから稀少疾患まで！－



❖強力な研修支援体制！

尼崎総合医療センターとの合同テレカンファ 教育講演

English Café
(市内外国語補助教員が月２回来院します。)

（閲覧可能なデータベースサイト）
・今日の臨床サポート
・文献検索システム「J-DreamⅢ」
・UpToDate
・e-Journal（24タイトル）

（その他）
・学会参加支援(参加登録料、交通･宿泊費）
・テレビ会議システム(県下主要病院と接続）
・教育講演(年２～３回程度講師を招聘）



❖豊岡病院の良いところ（研修医の意見）

 Commonな疾患を数多く経験できる

 反対に田舎ならではの症例も数多く経験できる

 研修医でも手技をどんどんやらせてもらえる

 雑用が少ない

 勉強会がたくさんある

 給料が高い

 医師を大事にしてくれる

 看護師さんがやさしい

 患者さんもやさしい

 実は飲食店が多い

 食べ物が美味しい

 お酒も美味しい

松葉がに 地酒（香住鶴）

但馬牛



❖豊岡病院の悪いところ（研修医の意見）

 ない科がある

 買い物は必然的にamazon
 車がないと不便

 街中で高率に“知り合い”に出会う

 院内でもそこそこ“知り合い”に出会う

玄武洞 城崎温泉

こうのとり



豊岡病院教育研修課まで御連絡ください!!

（メールアドレス）
kenkyuu.toyooka@toyookahp-kumiai.or.jp

（電話番号）
0796-22-6111 内線 2217

関心を持たれた方は・・・
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