
 

 

29．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：             

病院施設番号：   ０３０９１１           大学病院の名称： 三重県立志摩病院                  

臨床研修病院群番号： ０３０９１１６         臨床研修病院群名： 三重県立志摩病院群                    

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 

三重県立志摩病院ＪＡＤＥＣＯＭ－ＭＭＣ初期臨床研修プログラム 

２．研修プログラムの

特色 

１．志摩地域（約６万人）の基幹病院での研修を中心としているため、頻度の高い疾患

から稀な症例までさまざまな経験ができ、より深く、より鋭く、考察し経験することが

できる。２．精神科病床１００床を併設する総合病院として、合併症を有する精神患者

に対する医療を経験できる。３．志摩地域唯一の二次救急病院として救急体制をとって

いるため、救急医療をより地域に近いところで研修することができる。４．志摩地域の

医院・診療所（離島・へき地を含む）および中小病院と密接な連携を保った地域医療を

研修できる。５．CPC、研究会等のカンファレンスも数多く開催され、活発なディスカッ

ションに参加できるプログラムである。 

ＭＭＣプログラム理念 

ＭＭＣプログラムは、三重県内 14の基幹型臨床研修病院の個性や工夫を活かした特色あ

る研修に加え、研修医の将来のキャリアアップ等に円滑につながるように各病院が相互

協力し、多様でより良い環境や研修プログラムを構築・改善することで発展・向上して

いくことを目指す。 

３．臨床研修の目標

の概要 

１．全人的に初期対応のできる優秀な臨床医を育成する。２．国の「臨床研修の到達目

標」を満足させると同時に、別に定める臨床研修のそれぞれの科目について到達目標を

定め、指導医による評価と研修医による指導医評価のそれぞれの評価により、研修医に

対して適切な研修指導が行われるようにする。３．特徴ある医療機関等と連携すること

で、研修医が研修期間中に地域連携や職員連携の技能を体得し、自らが運用に利用でき

る能力を習得させる。 

ＭＭＣプログラムの研修目標 

将来の専門性にかかわらず、三重県の地域特性にマッチした地域密着型医療における基

本的ニーズに対応し、地域社会に貢献できる医師としての基礎を確立するために、幅広

い救急や基礎的疾患を経験して、これらに対応できる医学知識や技術を身につけるとと

もに、患者・家族の心情に配慮し、他職種、他施設と『協調して医療を遂行する態度や

安全、確実な医療を全うできる責任感を涵養する。 

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。 

研修後そのまま専門研修に入り、研修可能。 

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 
    
〇週 

 

別紙３ 



 

 

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 

030911 三重県立志摩病院 

24週 0週  

030277 横須賀市立うわまち病院 

030279 横須賀市立市民病院 

030452 三重大学医学部附属病院 

030457 伊勢赤十字病院 

030963 伊東市民病院 

032347 市立大村市民病院 

040003 東京北医療センター 

050008 市立奈良病院 

100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 

 120009 練馬光が丘病院   

救急部門 

030911 三重県立志摩病院 

12週  

030277 横須賀市立うわまち病院 

030279 横須賀市立市民病院 

030452 三重大学医学部附属病院 

030457 伊勢赤十字病院 

030963 伊東市民病院 
032347 市立大村市民病院 

040003 東京北医療センター 

050008 市立奈良病院 

100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 

120009 練馬光が丘病院 

 地域医療 

031216 女川町地域医療センター 

12週 

一般外来

  4週 
 

在宅診療

  0.5

週 

031589 越前町国民健康保険織田病院 
031331 日光市民病院 
031377 西吾妻福祉病院 
031547 町立湯沢病院 
032347 市立大村市民病院 

031676 あま市民病院 

032842 三重県立一志病院 

032847 医療法人吉創会 あゆみ診療所 

032848 町立南伊勢病院 

032850 鳥羽市立神島診療所 

033347 揖斐郡北西部地域医療センター 

034228 与那国町立与那国診療所 

034261 一部事務組合下北医療センター東通村診療所 

034339 磐梯町保健医療福祉センター 

034342 公設宮代福祉医療センター 

034344 小笠原村診療所 

034346 東京都神津島村健康保険直営診療所 

034962 公立久米島病院 
040005 紀南病院 
040007 市立恵那病院 
041064 六ヶ所医療センター 
056642 いなずさ診療所 

066420 おおい町保健・医療・福祉総合施設 診療所 

066757 地域包括ケアセンターいぶき 
076391 おかむね医院 



 

 

096210 山北町立山北診療所 

106204 伊豆今井浜病院 

106242 シティ・タワー診療所 

116456 十勝いけだ地域医療センター 
126865 関市国民健康保険津保川診療所 

126908 鳥羽市立桃取診療所 

147488 西岡記念セントラルクリニック 

147512 戸田診療所 

147514 真鶴町国民健康保険診療所 

  一般外来  
 
 

 
週 

 

  

外科 

030911 三重県立志摩病院 

８週 0.5 週 

030277 横須賀市立うわまち病院 

030445 横須賀市立市民病院 

030452 三重大学医学部附属病院 

030457 伊勢赤十字病院 

030963 伊東市民病院 

032347 市立大村市民病院 

040003 東京北医療センター 

050008 市立奈良病院 

100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 

120009 練馬光が丘病院 

産婦人科 

030277 横須賀市立うわまち病院 

４週 0 週 

030279 横須賀市立市民病院 

030445 三重県立総合医療センター 

030449 国立病院機構三重中央医療センター 

030452 三重大学医学部附属病院 

030457 伊勢赤十字病院 

030963 伊東市民病院 

040003 東京北医療センター 

050008 市立奈良病院 

100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 

031109 桑名市総合医療センター 

031695 三重北医療センター いなべ総合病院 

120009 練馬光が丘病院 

 
 
 
 
 
小児科 
 
 
 
 
 

030277 横須賀市立うわまち病院 

４週 0 週 
030445 三重県立総合医療センター 

030449 国立病院機構三重中央医療センター 

030457 伊勢赤十字病院 

030963 伊東市民病院   
040003 東京北医療センター 

050008 市立奈良病院 

100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 

120009 練馬光が丘病院 

精神科 
030911 三重県立志摩病院  

４週   

 

0 週 030452 三重大学医学部附属病院 



 

 

 

 

 

 

選択 

科目 

その他 

選択科 

030911 三重県立志摩病院 

36週 

 

0 週 

 

030277 横須賀市立うわまち病院 

030279 横須賀市立市民病院 

030445 三重県立総合医療センター 

030446 市立四日市病院 

0304480 
三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中
央総合病院 

030449 国立病院機構三重中央医療センター 

030450 三重県立こころの医療センター 

030452 三重大学医学部附属病院 

030453 市立伊勢総合病院 

030454 松阪市民病院 

030455 
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中
央総合病院 

030456 社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 

030457 伊勢赤十字病院 

030820 津生協病院 

030930 鈴鹿回生病院 

030953 四日市羽津医療センター 
030963 伊東市民病院 
031109 桑名市総合医療センター 
031216 女川町地域医療センター 

031316 石岡第一病院 
031331 日光市民病院 

031377 西吾妻福祉病院 

031547 町立湯沢病院 

031589 越前町国民健康保険織田病院 
031605 上野原市立病院 
031695 三重北医療センター いなべ総合病院 

031706 藤田医科大学七栗記念病院 

031707 名張市立病院 
031709 市立尾鷲総合病院 
032347 市立大村市民病院 

031676 あま市民病院 

032378 公立丹南病院 

032842 三重県立一志病院 

032847 医療法人吉創会あゆみ診療所 

032848 町立南伊勢病院 

032850 鳥羽市立神島診療所 

033347 揖斐郡北西部地域医療センター 
034228 与那国町立与那国診療所 
034261 一部事務組合下北医療センター東通村診療所 

034339 磐梯町保健医療福祉センター 
034342 公設宮代福祉医療センター 
034344 小笠原村診療所 
034346 東京都神津島村健康保険直営診療所 
034962 公立久米島病院 
035115 岡波総合病院 
040003 東京北医療センター 

040005 紀南病院 



 

 

040007 市立恵那病院 

041064 六ケ所村地域家庭医療センター 

050008 市立奈良病院 
050022 公立黒川病院 

056642 いなずさ診療所 

060025 村立東海病院 

066420 おおい町保健・医療・福祉総合施設診療所 

066757 地域包括ケアセンターいぶき 

070024 飯塚市立病院 
070038 伊賀市立上野総合市民病院 
076391 おかむね医院 
090042 遠山病院 
096210 山北町立山北診療所 
096211 台東区立台東病院 
100004 東京ベイ・浦安市川医療センター 
106204 伊豆今井浜病院 

106242 シティ・タワー診療所 

110022 亀山市立医療センター 

116456 十勝いけだ地域医療センター 

120009 練馬光が丘病院   



 

 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低４８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 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。  

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 

一般外来の研修を行う診療科・・・外科、地域医療 

※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 

 

その他選択科・・・ 

三重県立志摩病院（030911） 

（内科、外科、整形外科、精神科、皮膚科） 

横須賀市立うわまち病院（030277） 

（内科（循環器科、総合内科、呼吸器内科、消化器科）、救急科、外科、小児科、産婦人科） 

横須賀市立市民病院（030279） 

（内科（消化器内科、循環器科、腎臓内科、血液内科）、麻酔科） 

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、耳鼻咽喉科、

眼科） 

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,） 

三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院（030448） 

（内科（循環器内科、消化器内科、血液・腫瘍内科、腎臓内科、呼吸器内科）、脳神経内科、

外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔

科、病理・中央検査科） 

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター（030449） 

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

科、心臓血管外科、呼吸器外科、麻酔科、整形外科、脳神経内科、小児科・新生児科、泌尿

器科、病理診断科、産婦人科、耳鼻咽喉科 

三重県立こころの医療センター（030450） 

（精神科） 

三重大学医学部附属病院（030452） 

（総合内科,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（臨床麻酔部）,病理診断科,形成外科,リウマチ・膠原病内科） 

松阪市民病院（030454） 

（外科、整形外科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、麻酔科、泌尿器科、放射線科） 

 



 

 

三重県厚生農業協同組合連合会 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） 

社会福祉法人恩賜財団 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） 

伊勢赤十字病院（030457） 

（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、胸部外科（呼吸器・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/新生児科、腎臓内科、脳神経外科、腫瘍内科、

救急部、麻酔科、脳神経内科、放射線科） 

津生協病院（030820） 

（内科、外科、整形外科、地域医療） 

鈴鹿回生病院（030930） 

（内科、外科、脳神経外科、神経内科、整形外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科） 

四日市羽津医療センター（030953） 

（内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、麻酔科） 

伊東市民病院（030963） 

（内科、外科、小児科、産婦人科、地域医療） 

桑名市総合医療センター（031109） 

（循環器内科、消化器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、膠原病リウマチ内科、外科、

整形外科、麻酔科、泌尿器科、放射線科、産婦人科、小児科、救急科、脳神経外科、病理診

断科） 

石岡第一病院（031316） 

（内科） 

西吾妻福祉病院（031377） 

（産婦人科、地域医療） 

町立湯沢病院（031547） 

（内科、地域医療） 

上野原市立病院（031605） 

（内科） 

三重北医療センターいなべ総合病院（031695） 

（内科、外科、整形外科、産婦人科）  

藤田医科大学七栗記念病院（031706） 

（リハビリテーション科、外科、内科） 

市立大村市民病院（032347） 

（内科、循環器科内科、地域医療） 

公立丹南病院（032378） 

（内科） 

医療法人社団岡波総合病院（035115） 

（内科、循環器科、小児科、泌尿器科、脳神経外科、麻酔科、整形外科、外科、心臓血管外

科、眼科、放射線科） 

 



 

 

 東京北医療センター（040003） 

（内科（消化器科、循環器科、腎臓内科、呼吸器科、総合診療科）、救急、外科、小児科、 

産婦人科） 

市立恵那病院（040007） 

（内科、地域医療） 

市立奈良病院（050008） 

（内科、（内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科）、救急、外科、小児科、 

産婦人科） 

公立黒川病院（050022） 

（内科） 

村立東海病院（060025） 

（内科、地域医療） 

飯塚市立病院（070024） 

（内科、地域医療） 

遠山病院（090042） 

（内科、外科、救急） 

台東区立台東病院（096211） 

（内科） 

東京ベイ・浦安市川医療センター（100004） 

（内科、救急、外科、小児科、産婦人科） 

練馬光が丘病院（120009） 

（内科、外科、小児科、整形外科、産婦人科、救急、放射線科） 

三重県立一志病院（032842） 

（内科（地域医療）） 

市立尾鷲総合病院（031709） 

（内科、外科） 

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） 

名張市立病院（031707） 

（内科、循環器内科、総合診療科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科） 

亀山市立医療センター（110022） 

（内科（総合診療科）） 

紀南病院（040005） 

（内科、外科、地域医療） 

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) 

あま市民病院（031676）（地域医療） 

永井病院（147625） 

（内科、循環器内科、外科、整形外科） 

地域医療・・・上記地域医療（必修科目）の研修病院または施設と同じ 

保健・医療行政・・・伊勢保健所（032865） 

※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の欄は病院で定めた必修科目か選択必修科目の

欄に必ず設け、記入すること。 



 

 

 

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。 

病院施設番号： 030911 大学病院の名称： 三重県立志摩病院 

臨床研修病院群番号： 0309116 臨床研修病院群名： 三重県立志摩病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号        
臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

三重県立志摩病院

（030911） 
内科 3 

   
3 

   
3 

   
1    1    1                           

 
3 

 
 

三重県立志摩病院

（030911） 
整形外科                 1        1                           

三重県立志摩病院

（030911） 
救急科             1                            

          
 

三重県立志摩病院

（030911） 
外科                     1                               

三重県立志摩病院

（030911） 
精神科 

               
         1         

                 
 

MMC 関連病院 小児科                             1                       

MMC 関連病院 産婦人科                                             1       

MMC 関連病院 救急科             1                                       



 

 

MMC関連病院 麻酔科                                 1                   

MMC関連病院 整形外科                                         1    1       

MMC関連病院 ﾘﾊﾋﾞﾘ                                     1               

MMC関連病院 
消化器内

科 
                                            1       

協会施設 麻酔科                         1                           

協会施設 内科                             1    2    1               

協会施設 産婦人科                                     1               

協会施設 小児科                     1                    1           

協会施設 外科                             1                       

協会施設 救急科                 1                        1           

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野の

研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修プロ

グラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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。 

病院施設番号： 030911 大学病院の名称： 三重県立志摩病院 

臨床研修病院群番号：0309116  臨床研修病院群名： 三重県立志摩病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号        

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

三重県立志摩病院

（030911） 
内科                             1    1    1    1    2    3    

三重県立志摩病院

（030911） 
精神科     1    1                        1                    

三重県立志摩病院

（030911） 
整形外科             1                        1               

三重県立志摩病院

（030911） 
外科 1                                                   

MMC 関連病院 産婦人科 1                                                   

MMC 関連病院 
脳神経外

科 
    1                                               

MMC 関連病院 ICU         1                                           

MMC 関連病院 
血液・腫

瘍内科 
            1                                       

MMC 関連病院 
脳神経

内科 
                1                                   

MMC 関連病院 救急科     1    1                                           

MMC 関連病院 
放射線

科 
1                                                   



 

 

三重県内 関連施設 地域医療                         1                           

三重県内 関連施設 地域医療                 1                                   

三重県内 関連施設 地域医療                 1    1    1                           

協会施設 地域医療             1        1        1            1           

協会施設 内科                                 1        1    1       

協会施設 
産婦人

科 
                    1                               

協会施設 小児科                         1    1                       

協会施設 救急科                                     1               

 

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野の

研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修プロ

グラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 

 

 

 

 


