
２９．研修プログラムの名称及び概要 別紙３

　大学病院の名称：岩手医科大学附属病院
　臨床研修病院群名： 岩手医科大学附属病院卒後臨床研修病院群

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。

岩手医科大学附属病院卒後臨床研修基本プログラム

５．臨床研修を行う分野

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来
内科 030041 岩手医科大学附属病院 24週 週

030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030781 岩手県立千厩病院
031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

031169 盛岡市立病院
031192 岩手県立軽米病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院

040001 八戸赤十字病院

救急部門 030041 岩手医科大学附属病院 12週 週
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

030781 岩手県立千厩病院
031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

031169 盛岡市立病院
031170 八幡平市立病院

臨床研修修了後は、専門研修制度がある。

・大学病院を中心に研修するため、各専門診療科のバックアップ体制の下、より
深くより広く思考する科学的姿勢を身につけることができる。
・大学病院の特殊性を活かし、専門医・認定医を視野に入れた研修が可能であ
る。
・全国屈指の診療規模を誇る高度救命救急センターでは、一次から三次救急まで
あらゆる疾患および診療を集中して経験することができる。
・地域医療の研修では、広大な県土に点在する病院・診療所において患者の生活
により密着したプライマリ・ケアを経験することができる。
・基本的な診療能力向上のため、各種研修会、一連のカンファレンスを開催し知
識の整理と充実を図る。

＊ 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。

備考

３．臨床研修の目標の概要

（　２　）年　（原則として、「２年」と記入してください。）

医学・医療に対する社会的ニーズを認識し、かつ高度専門医療に学術的興味を
もって接しながらプライマリ・ケアの基本的な診療能力（知識・技術・態度）を
習得する。

４．研修期間

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間）

２．研修プログラムの特色

必
修
科
目
・
分
野

プログラム番号：　　　　　　　　　　

病院施設番号：０３００４１

１．研修プログラムの名称

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。

臨床研修病院群番号：               



031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
031174 岩手県立東和病院
031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院

031178 岩手県立江刺病院
031179 奥州市総合水沢病院
031187 独立行政法人国立病院機構釜石病院

031189 洋野町国民健康保険種市病院
031191 岩手県立一戸病院
031192 岩手県立軽米病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院

040001 八戸赤十字病院
066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

034038 盛岡友愛病院
200001 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター

030144 埼玉医科大学病院

地域医療 030781 岩手県立千厩病院 4週
031170 八幡平市立病院
031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
031174 岩手県立東和病院
031178 岩手県立江刺病院
031179 奥州市総合水沢病院
031189 洋野町国民健康保険種市病院
031191 岩手県立一戸病院
031192 岩手県立軽米病院
034039 葛巻町国民健康保険葛巻病院
034891 みちのく療育園
096284 いわてリハビリテーションセンター

034892 もりおか往診ホームケアクリニック
医療法人社団恵仁会 三愛病院

外科 030041 岩手医科大学附属病院 4週 週
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

030781 岩手県立千厩病院
031169 盛岡市立病院
031170 八幡平市立病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
040001 八戸赤十字病院

小児科 030041 岩手医科大学附属病院 4週 週
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
040001 八戸赤十字病院

産婦人科 030041 岩手医科大学附属病院 4週 週
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030782 岩手県立大船渡病院
030784 岩手県立宮古病院
030786 岩手県立二戸病院
080001 岩手県立中部病院
031193 北上済生会病院
040001 八戸赤十字病院

一般外来2週

在宅医療　週



精神科 030041 岩手医科大学附属病院 4週 週
030782 岩手県立大船渡病院
031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院

031191 岩手県立一戸病院
040001 八戸赤十字病院
066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

総合診療科 200001 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 4週 2週

病理研修 030041 岩手医科大学附属病院 1週 週

オリエンテーション 030041 岩手医科大学附属病院 2週 週
消化管内科 030041 岩手医科大学附属病院
肝臓内科 030042 岩手県立中央病院
糖尿病・代謝・内分泌内科 030043 盛岡赤十字病院
腎・高血圧内科 030044 岩手県立胆沢病院
循環器内科 030780 岩手県立磐井病院
呼吸器内科 030782 岩手県立大船渡病院
膠原病・アレルギー内科 030783 岩手県立釜石病院
血液腫瘍内科 030784 岩手県立宮古病院
脳神経内科・老年科 030785 岩手県立久慈病院
外科 030786 岩手県立二戸病院
脳神経外科 031193 北上済生会病院
心臓血管外科 080001 岩手県立中部病院
呼吸器外科 030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

整形外科 030781 岩手県立千厩病院
形成外科 031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

産婦人科 031169 盛岡市立病院
小児科 031170 八幡平市立病院
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
眼科 031174 岩手県立東和病院
皮膚科 031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院
泌尿器科 031178 岩手県立江刺病院
放射線科 031179 奥州市総合水沢病院
精神神経科 031187 独立行政法人国立病院機構釜石病院
麻酔科 031189 洋野町国民健康保険種市病院
救急科 031191 岩手県立一戸病院
臨床検査科 031192 岩手県立軽米病院
病理診断科 031217 かづの厚生病院
臨床腫瘍科 031224 能代厚生医療センター
総合診療科 032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院
災害医療科 034039 葛巻町国民健康保険葛巻病院
緩和ケア科 034040 岩手県赤十字血液センター
リハビリテーション科 034891 みちのく療育園メディカルセンター
地域医療 034892 もりおか往診ホームケアクリニック
保健・医療行政 034906 岩手県県央保健所

040001 八戸赤十字病院
096284 いわてリハビリテーションセンター
066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

034038 盛岡友愛病院
030144 埼玉医科大学病院
200001 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター

医療法人社団恵仁会 三愛病院

選
択
科
目

備考
・基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低52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・・・約20回
・救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・０週※但し、４週を上限とする
・一般外来の研修を行う診療科・・・原則、総合診療科、地域医療で行うこととする。不足する場合、選択科目内の対応可能な施設で研修を行う。
・各科目の研修期間は週単位で設定し、原則４週間を基本単位とする。なお、所定休日等の日数により到達目標を達成することが困難と認められ
る場合は、1週単位で期間を追加する。
・院内研修期間中、オリエンテーション２週、病理研修１週をローテートに組み入れる。
・必修科目の内科24週は一般内科と位置づける。内科：消化管内科、肝臓内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、腎・高血圧内科、循環器内科、呼吸
器内科、膠原病・アレルギー内科、血液腫瘍内科、 脳神経内科・老年科
・自己研鑽と地域医療への貢献のため、院外研修を行う。
（１）院外研修可能な協力病院・協力施設は県内外に複数あるが、希望研修先の状況により、調整が必要となる場合がある。
（２）いわてイーハトーヴ臨床研修病院群のたすきがけ研修を利用し、１年次から院外研修が可能である。
（３）院外研修は延べ52週を限度とする。なお、臨床研修協力施設での研修は延べ12週を限度とする。
・在宅医療は、原則として地域医療研修の中で実施することとする。不足が生じた場合、もりおか往診ホームケアクリニック等で研修を行う。
　CPC開催（岩手医科大学附属病院）

41週 週



２９．研修プログラムの名称及び概要 別紙３

大学病院の名称：岩手医科大学附属病院
臨床研修病院群名： 岩手医科大学附属病院卒後臨床研修病院群 

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。

５．臨床研修を行う分野

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来
030041 岩手医科大学附属病院
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030781 岩手県立千厩病院
031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

031169 盛岡市立病院
031192 岩手県立軽米病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院

040001 八戸赤十字病院
030041 岩手医科大学附属病院
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

030781 岩手県立千厩病院

プログラム番号：　　　　　　　　　　

病院施設番号：０３００４１
臨床研修病院群番号：               

１．研修プログラムの名称

２．研修プログラムの特色 ・大学病院を中心に研修するため、各専門診療科のバックアップ体制の下、より
深くより広く思考する科学的姿勢を身につけることができる。
・大学病院の特殊性を活かし、スペシャリスト育成を視野に入れた特別選択科目
を設定。選択科目とは別に、産婦人科・小児科を選択することができる。
・全国屈指の診療規模を誇る高度救命救急センターでは、一次から三次救急まで
あらゆる疾患及び診療を集中して経験することができる。
・地域医療の研修では、広大な県土に点在する病院・診療所において患者の生活
により密着したプライマリ・ケアを経験することができる。
・基本的な診療能力向上のため、各種研修会、一連のカンファレンスを開催し知
識の整理と充実を図る。

３．臨床研修の目標の概要 医学・医療に対する社会的ニーズを認識し、かつ高度専門医療に学術的興味を
もって接しながらプライマリ・ケアの基本的な診療能力（知識・技術・態度）を
習得する。

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。

臨床研修修了後は、専門研修制度がある。

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。

必
修
科
目
・
分
野

内科

24週 週

救急部門

岩手医科大学附属病院卒後臨床研修産婦人科・小児科・周産期プログラム



031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

031169 盛岡市立病院
031170 八幡平市立病院
031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
031174 岩手県立東和病院
031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院

031178 岩手県立江刺病院
031179 奥州市総合水沢病院
031187 独立行政法人国立病院機構釜石病院

031189 洋野町国民健康保険種市病院
031191 岩手県立一戸病院
031192 岩手県立軽米病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院

040001 八戸赤十字病院
066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

034038 盛岡友愛病院
200001 岩手医科大学内丸メディカルセンター

030144 埼玉医科大学病院
030781 岩手県立千厩病院
031170 八幡平市立病院
031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
031174 岩手県立東和病院
031178 岩手県立江刺病院
031179 奥州市総合水沢病院
031189 洋野町国民健康保険種市病院
031191 岩手県立一戸病院
031192 岩手県立軽米病院
034039 葛巻町国民健康保険葛巻病院
034891 みちのく療育園
096284 いわてリハビリテーションセンター

034892 もりおか往診ホームケアクリニック
医療法人社団恵仁会 三愛病院

030041 岩手医科大学附属病院
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030044 岩手県立胆沢病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030783 岩手県立釜石病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

030781 岩手県立千厩病院
031169 盛岡市立病院
031170 八幡平市立病院
031217 かづの厚生病院
031224 能代厚生医療センター
040001 八戸赤十字病院
030041 岩手医科大学附属病院
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030780 岩手県立磐井病院
030782 岩手県立大船渡病院
030784 岩手県立宮古病院
030785 岩手県立久慈病院
030786 岩手県立二戸病院
031193 北上済生会病院
080001 岩手県立中部病院
040001 八戸赤十字病院
030041 岩手医科大学附属病院
030042 岩手県立中央病院
030043 盛岡赤十字病院
030782 岩手県立大船渡病院

週

地域医療

4週 週

12週

週

4週
一般外来2週

在宅医療　週

外科

4週 週

小児科

産婦人科

4週



030784 岩手県立宮古病院
030786 岩手県立二戸病院
080001 岩手県立中部病院
031193 北上済生会病院
040001 八戸赤十字病院
030041 岩手医科大学附属病院
030782 岩手県立大船渡病院
031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院

031191 岩手県立一戸病院
040001 八戸赤十字病院
066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

総合診療科 200001 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 4週 ２週

病理研修 030041 岩手医科大学附属病院 1週 週

オリエンテーション 030041 岩手医科大学附属病院 2週 週

産婦人科 030041 岩手医科大学附属病院
小児科 030042 岩手県立中央病院

030043 盛岡赤十字病院
030782 岩手県立大船渡病院
030784 岩手県立宮古病院
030786 岩手県立二戸病院
080001 岩手県立中部病院
031193 北上済生会病院
040001 八戸赤十字病院

消化管内科 030041 岩手医科大学附属病院
肝臓内科 030042 岩手県立中央病院
糖尿病・代謝・内分泌内科 030043 盛岡赤十字病院
腎・高血圧内科 030044 岩手県立胆沢病院
循環器内科 030780 岩手県立磐井病院
呼吸器内科 030782 岩手県立大船渡病院
膠原病・アレルギー内科 030783 岩手県立釜石病院
血液腫瘍内科 030784 岩手県立宮古病院
脳神経内科・老年科 030785 岩手県立久慈病院
外科 030786 岩手県立二戸病院
脳神経外科 031193 北上済生会病院
心臓血管外科 080001 岩手県立中部病院
呼吸器外科 030763 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院

整形外科 030781 岩手県立千厩病院
形成外科 031167 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

産婦人科 031169 盛岡市立病院
小児科 031170 八幡平市立病院
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 031171 医療法人社団帰厚堂南昌病院
眼科 031174 岩手県立東和病院
皮膚科 031176 独立行政法人国立病院機構花巻病院
泌尿器科 031178 岩手県立江刺病院
放射線科 031179 奥州市総合水沢病院
精神神経科 031187 独立行政法人国立病院機構釜石病院
麻酔科 031189 洋野町国民健康保険種市病院
救急科 031191 岩手県立一戸病院
臨床検査科 031192 岩手県立軽米病院
病理診断科 031217 かづの厚生病院
臨床腫瘍科 031224 能代厚生医療センター
総合診療科 032479 独立行政法人国立病院機構岩手病院
災害医療科 034039 葛巻町国民健康保険葛巻病院
緩和ケア科 034040 岩手県赤十字血液センター
リハビリテーション科 034891 みちのく療育園メディカルセンター
地域医療 034892 もりおか往診ホームケアクリニック
保健・医療行政 034906 岩手県県央保健所

040001 八戸赤十字病院
096284 いわてリハビリテーションセンター

066066 社会医療法人　智徳会　未来の風せいわ病院

034038 盛岡友愛病院
030144 埼玉医科大学病院
200001 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター

医療法人社団恵仁会 三愛病院

週

精神科

4週 週

特
別
選
択
科
目

4週 週

選
択
科
目

37週 週

4週



備考
・基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低52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・・・約
20回
・救急部門（必修）における麻酔科の研修期間・・・０週※但し、４週を上限とする
・一般外来の研修を行う診療科・・・原則、総合診療科、地域医療で行うこととする。不足する場合、選択科目内の対応可能な施設で研修を行
う。

・各科目の研修期間は週単位で設定し、原則４週を基本単位とする。なお、所定休日等の日数により到達目標を達成することが困難と認めら
れる場合は、１週単位で期間を追加する。
・院内研修期間中、オリエンテーション２週、病理研修１週をローテートに組み入れる。
・必修科目の内科24週は一般内科と位置づける。内科：消化管内科、肝臓内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、腎・高血圧内科、循環器内科、呼
吸器内科、膠原病・アレルギー内科、血液腫瘍内科、 脳神経内科・老年科
・自己研鑽と地域医療への貢献のため、院外研修を行う。
（１）院外研修可能な協力病院・協力施設は県内外に複数あるが、希望研修先の状況により、調整が必要となる場合がある。
（２）いわてイーハトーヴ臨床研修病院群のたすきがけ研修を利用し、１年次から院外研修が可能である。
（３）院外研修は延べ52週を限度とする。なお、臨床研修協力施設での研修は延べ12週を限度とする。
・在宅医療は、原則として地域医療研修の中で実施することとする。不足が生じた場合、もりおか往診ホームケアクリニック等で研修を行う。
　CPC開催（岩手医科大学附属病院）


