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近森病院内科専門研修の特徴

①大内科制によるジェネラルに強い内科専門医

②救急に強い内科専門医

③チーム医療のリーダーとしての内科専門医

④地域に貢献できる内科専門医

⑤多様性への対応

⑥研修に専念できる環境



①大内科制でジェネラルに強い
内科専門医を育てる

毎朝全員でミーティング

複数のプロブレムを持つ
患者さんごとに、
それぞれの専門家が

主治医チームを作って
診療にあたっている

各科ローテートをしなくても
ずっとサブスぺシャルティ領域所属のまま

全70疾患群200症例を経験できる為、

内科専門医やサブスぺ専門医資格を

最短で取得可能！

当院の大内科制の特徴



病名 担当医師名

循環器内科2名 呼吸器内科1名＋

脳神経内科3名 消化器内科1名＋

脳神経内科2名＋

消化器内科3名＋循環器内科2名

糖尿病内科1名＋

COPD増悪

低体温症、痙攣発作

肺炎、肺癌の疑い、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植
え込み術後、糖尿病(HbA1c 11台)

ラクナ梗塞

胆管炎、心房細動、心不全
の既往、陳旧性脳出血など

▼ある日の内科入院患者例

研修医

菅根/西田/石田

＋

循環器内科2名

循環器内科2名

中岡/窪川/葛目/山﨑

楠目/山本/浅羽

木田/金子/葛目/山﨑/高松

矢野/富田/高松/古谷/川井



大内科制だから全疾患群にわたって幅広く症例を経験できる！

A専攻医（循環器内科）の
2018年度実績は…

疾患群
修了要件(3年間) 実績(1年間)※初期研修含む

ｶﾘｷｭﾗﾑ 修了要件 実績 (症例数)

分
野

総合内科Ⅰ(一般) 1 1 1 ( 1 )

総合内科Ⅱ(高齢者) 1 1 1 ( 6 )

総合内科Ⅲ(腫瘍) 1 1 1 ( 1 )

消化器 9 5以上 7 (17)

循環器 10 5以上 10 (169)

内分泌 4 2以上 2 ( 3 )

代謝 5 3以上 3 ( 3 )

腎臓 7 4以上 5 (7)

呼吸器 8 4以上 7 (25)

血液 3 2以上 3 ( 7 )

神経 9 5以上 8 (22)

アレルギー 2 1以上 2 ( 4 )

膠原病 2 1以上 2 ( 3 )

感染症 4 2以上 2 (6)

救急 4 4 4 (12)

疾患群合計 70 56 58 －

(症例数合計) (200) (160) － (286)

1年間で
疾患群58分類
症例数286例
を経験！！

3年間での修了要件

疾患群56分類
症例数160例

サブスペシャルティ領域所属のまま

余裕を持って修了要件を
満たすことが可能です

Ａ専攻医の例（実績）



1次救急から3次救急まですべての救急患者
（救急車などによる来院者および自力来院者）を受け入れ、

ERで初期診療（診断、初期治療、advanced triage）を
行い、入院の適応がある患者は各科専門医に回していくシステム

年間救急搬入台数：約7000件

2011年 救命救急センター指定

平成28年度年間救急搬送件数 中四国２位

平成28年度年間重篤患者受入数 中四国３位

北米型ＥＲ

②救急に強い内科専門医を育てる

ドクターヘリ受入れ年間約100件
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▼多職種によるフラットなチーム医療

各病棟に配置された
メディカルスタッフそれぞ
れの職種の視点で患者
を診て、それぞれが判断
し、介入することで専門
性を高めています

近森病院の
チーム医療の特徴

栄養サポートチーム、急性期チーム、
禁煙サポートチーム、褥瘡チーム、

リハビリテーションチーム、口のリハビリチーム、
糖尿病サポートチームなどがあります

患者

医師

看護師

薬剤師

リハビリ

管理
栄養士

臨床工学
技士

ソーシャル
ワーカー

臨床検査
技師

放射線
技師

③チーム医療のリーダーとしての
内科専門医を育てる

多職種による多数精鋭のチーム医療

当院のチーム医療、メディカルスタッフのフットワークの軽さと高い専門的能力、急性期から在宅
までのシームレスなケア、地域医療連携などを学ぶことは、将来チーム医療のリーダーとして活躍
するための財産となります！



2000年 開放型病院認定
2003年 地域医療支援病院認定

地域における第一線の病院での研修を通して、
★超高齢化の進んだ地域医療を支える
★必要な患者は高次機能病院に紹介搬送する
という連携先医療機関の立場での地域医療連携を経験する

④地域に貢献できる内科専門医を育てる

高知県で
初めて

指導医クラスが高知県中央医療圏以外の病院
や診療所に1ヶ月に1～数回、診療支援や教育に
出向き、各連携施設と十分な信頼関係を構築し
ている為、地域医療を幅広く研修できる！



高知大学医学部附属病院

高知医療センター

近森病院

近森リハビリテーション病院

須崎くろしお病院

大井田病院

幡多けんみん病院

各専攻医の希望に柔軟に対応できるよう、複数の連携施設・特別連携施設との研修群を形成

⑤多様性への対応

大阪府
国立循環器病研究センター病院

基幹施設 連携施設 特別連携施設



▲休憩スペース

▲個人机・棚あり

★内科秘書 ８名 内科医局常駐

★同規模病院の1.6～1.8倍という十分な数のメディカルスタッフが
配置され、献身的かつ効率的なサポートが行われており、『医師は
医師にしかできないことをする』体制が確立されている！

近森病院（一般病床）452床
スタッフ数100床当たり約290人！

⑥研修に専念できる環境

▲電子カルテ完備 ▲共有本棚



Off the Job Training

救急医学会認定ICLSコース

AHA/BLSコース

JATECコースJPTECコース

AHA/ACLSコース

JMECCコース

PALSコースなど

新幹線や
飛行機の中で

手を挙げられる医師に！
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内科専門研修とサブスペシャルティ専門研修の
連動(並行)研修のイメージ図

（予定）

（予定）



内科 医師数と専門医資格

計4４名

循環器内科 18名
消化器内科 14名
脳神経内科 4名
血液内科 1名

糖尿病・内分泌代謝内科兼
リウマチ・膠原病内科 3名

呼吸器内科兼感染症内科 3名
腎臓内科 1名

内科医師数（2020年7月）



福利厚生
教育支援

医師食堂

保育室

その他

学会発表や勉強会

出張には職種問わ

ず全面的なバック

アップあり！院内で

の勉強会も多数開

催しています

24時間365日

院内保育室

完備！

（０～満３歳児

対象）

全職種利用

可能です

医師専用食堂

の他、全職員

利用可能な

食堂もあります

高知県の夏の一大イベント

『よさこい祭り』にもチーム

『ちかもり』として参加してい

ます！その他茶道、写真ク

ラブ、シネマクラブなどの活

動もあり、職員交流の場と

なっています



募集人数：８名

2021年度内科専攻医募集要項

近森病院臨床研修部

E-mail：rinkens-ml@chikamori.com

HP：http://www.chikamori.com/page841/

申込方法・採用方法

問い合わせ先

詳細が決まり次第、近森病院臨床研修部

Webサイトに掲載予定

mailto:rinkens-ml@chikamori.com

