
基幹型臨床研修病院の
新規指定について
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医道審議会
意
見

都道府県知事

地域医療対策協議会

○ 都道府県が格差是正を進めていくために、国が一定の基準等を示した上で、地域医療対策協議会の
意見を聴き、臨床研修病院の指定を都道府県が行う仕組みを構築すべき。

臨床研修にかかる都道府県知事の権限について（臨床研修病院の指定）

周
知

臨床研修病院の指定

医療機関
申
請

指定

②地域医療対策協議会の意見を反映

臨床研修病院

臨床研修病院の指定

厚生労働大臣の権限

都道府県

権限移譲

大学、医師会、公的
病院、民間病院 等

意
見

①国が指定基準を定める
・年間入院患者数、指導医数、救急医療の提供、
安全管理体制、患者の病歴に関する情報の適切な
管理、患者からの相談に応じる体制 等

＜メリット＞
・地域医療に責任を有する都道府県が深く関与
・地域の実態を把握している都道府県によりきめ細
かい対応が可能
・都道府県が目指す医療提供体制の構築が可能
＜デメリット＞
・臨床研修の質のバラつきが出る、有力な医療機
関の意向が強く反映、特定の医療機関等が優遇
などのおそれがある
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基幹型臨床研修病院の新規指定申請に係る協議について

申請者概要
１．申請者
地方独立行政法人新小山市民病院

２．標ぼう診療科
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経

外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科、腎臓内科、糖尿病・代謝内科、アレルギー・リウマチ科

４．救急受入件数・入院実績
救急受入：8,956件 入院実績：8,146件（いずれも令和元年度実績）

３．許可病床数・常勤医師数
一般病床300床 常勤医56人

５．研修医受入実績（直近５年協力型臨床研修病院としての実績）
Ｈ28：１名８週 Ｈ29：７名45週 Ｈ30：５名40週 Ｈ31：４名44週 計17名137週
（研修医１名当たり８．05週 研修医１名あたり８週以上の受入実績要件を満たす。）

地方独立行政法人新小山市民病院から医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する
省令第４条に基づき、基幹型臨床研修病院の新規指定申請（令和４（2022）年度研修開
始）があったことから、指定の可否について協議するもの。
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研修プログラムの内容①
１．研修プログラム名称

２．研修プログラムの特色

３．臨床研修の目標

「チーム医療を推進し、地域の皆様から信頼され必要とされる病院を目指す」と
いう病院理念を遂行するため、地域に根差した医療を実践出来る医師を育成する。

新小山市民病院初期臨床研修プログラム

①幅広い教養と豊かな人間性を形成すること
②医学全般にわたる広い範囲を見据えられること
③患者の立場に立って考えることが出来ること
④根拠に基づく安全な医療を提供できること
⑤地域の医療機関との連携を深め、地域医療に貢献できること
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研修プログラムの内容②

種別 病院名 病床数 常勤医師数

基幹型病院 新小山市民病院（小山市） 一般300床 56名
協力型病院 自治医科大学附属病院（下野市） 一般1,061床

精神56床
感染症１床

719名

協力施設 トータルクリニック寺門医院（小山市） － １名

ハンディクリニック（小山市） － ５名

４．病院群の構成

５．募集定員数
２名（公募、マッチング利用）
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研修プログラムの内容③

診療科 研修先 研修期間 備考

必修

内科 新小山市民病院 28週 必修科目
救急 新小山市民病院 12週 〃
外科 新小山市民病院 12週 〃
小児科 新小山市民病院 12週 〃
産婦人科 自治医科大学附属病院 ８週 〃
精神科 自治医科大学附属病院 ８週 〃
麻酔科 新小山市民病院 ４週 プログラム独自必修科目

地域医療 トータルクリニック寺門医院
ハンディクリニック

８週 一般外来４週
在宅医療４週

選択
呼吸器内科、循環器内科、
消化器内、神経内科、腎臓
内科、糖尿病・代謝内科、
外科、整形外科、脳神経外
科、小児科

新小山市民病院 ６週×２＝12週
（２科目選択）

６．研修科目等

地域医療：へき地・離島の医療機関、病床数200床未満の病院又は診療所で実施
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研修プログラムの内容④

７．研修医の処遇
研修医の身分：常勤
研修手当：一年次 基本手当 400,000円/月 賞与 480,000円/年

二年次 基本手当 450,000円/月 賞与 540,000円/年
時間外手当・休日手当 有

勤務時間：8時30分～17時15分（休憩時間１時間）
休暇：有給休暇（１年次20日 ２年次20日）、年末年始休暇、その他正規職員に

準ずる
時間外勤務：有
当直：約３回/月
医師賠償責任保険：病院において加入（個人加入は任意）
学会、研究会等への参加：可（参加費用の支給有）
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指定基準の遵守状況の確認について①

１．指導体制について
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3月2日（火）に実地調査（プログラム責任者や指導医との面談、院内視察等）を行い、指定基準の遵守状
況の確認を行った。

指導体制の要件
○指導医※が、内科、救急、外科、小児科、産婦人科、精神科、麻酔科、一般外来研修を行う診療
科（内科、外科、小児科のいずれか）、プログラム独自の必修科に配置されていること。

※７年以上の臨床経験を有し、臨床研修指導医養成講習会を受講済みの常勤の医師
○研修医５人に対して指導医が１人以上配置されていること。
○休日・夜間の当直については、電話等により指導医又は上級医に相談できる体制が確保される
とともに、研修医１人で対応できない症例が想定される場合には、指導医又は上級医が直ちに対
応できるような体制（オンコール体制）が確保されていること。１年次の研修医が行う場合は、
原則として指導医又は上級医とともに２人以上で行うこと。

※１ 指導医が研修医を直接指導するだけでなく、指導医の指導監督の下、上級医（研修医より
も臨床経験の長い医師）が研修医を直接指導することも想定されている。

※２ 一般外来研修を地域医療研修中に行う場合は、指導医の配置は不要。



指定基準の遵守状況の確認について②

診療科 指導医数 備考

内科 ５名（総合診療１、循環器内科１、腎
臓内科１、神経内科２）

一般外来研修実施

救急 １名（循環器内科） 循環器内科の医師が救急科研修を担当

外科 １名（脳神経外科） 一般外来研修実施

小児科 １名 一般外来研修実施

産婦人科 ８名 自治医科大学附属病院の指導医数

精神科 ４名 自治医科大学附属病院の指導医数

麻酔科 ０名 R3.4～１名配置予定
プログラム独自の必修科

○指導医の配置状況
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※一般外来研修を行う診療科は、指導医の配置が求められる。
⇒内科、外科、小児科で行うこととしており、要件を満たす。



指定基準の遵守状況の確認について③
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○夜間当直における指導体制
内科系１名、外科系１名、循環器系１名、脳卒中専門医１名、小児科１名（22時まで）
の体制であり、内科系又は外科系の医師の下で研修を行う予定としている。

○救急科研修について
・循環器内科の指導医が救急科研修を担当する予定となっている。
・日中の救急外来は、非常勤医師が担当している。



指定基準の遵守状況について
○指定基準の遵守状況
現在、麻酔科の指導医が不在であるが、令和３年４月に1名配置予定であり、

指導医の配置が求められる全ての診療科に指導医が配置され、指定要件は満たす
見込みである。
○懸念される事項
・指導医がいないサブスペシャリティにおいて、内科や外科の必修研修を行う

際に、別のサブスペシャリティを持つ指導医がどのように研修の指導や進捗管理
等を行うのか。
（例：外科の必修研修の際に、指導医のいない整形外科において、脳神経外科の
指導医が、どのように指導・進捗管理を行うのか。）
・上級医が研修医を直接指導する場合の指導医による管理監督体制が構築され

ていないように思われる。
・救急科の研修を担当する循環器内科の医師が、どのように救急科研修を指導

するのか。

安全で質の高い研修を行うために、上級医が直接研修医を指導する場合を含め、指導
医が研修を管理監督する体制の構築が必要である。
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指定基準の遵守状況の確認について④

構成員：基幹型病院の管理者、基幹型病院の事務部門責任者、プログラム責任者、
病院群を構成する全ての施設の研修実施責任者、有識者等の外部委員を含むこと。

役 割：研修医ごとの研修進捗状況を把握し・評価し、修了基準に不足している部分についての
研修が行えるようプログラム責任者や指導医に指導・助言する。

区分 所属等
基幹型病院の管理者 新小山市民病院 病院長
基幹型病院の事務部門責任者 新小山市民病院 事務部長
プログラム責任者 新小山市民病院 副院長
病院群を構成する全ての施設の研修実施責任者 自治医科大学附属病院

トータルクリニック寺門医院
ハンディクリニック

外部委員 一般社団法人小山地区医師会 会長
栃木県県南健康福祉センター 所長

○新小山市民病院の研修管理委員会の構成
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２．研修管理体制について
○研修管理委員会の設置



指定基準の遵守状況の確認について⑤

○指定基準の遵守状況
研修管理委員会の構成員は指定基準を満たしている。

○懸念される事項
研修医の指導を行う指導医や上級医が研修管理委員会の構成員となっておらず、

研修の進捗状況を把握する方法も不明確であるため、研修の進捗管理等をどのよ
うに行うのか。

研修管理委員会において、研修の進捗状況を把握・評価し、適切な指導・
助言を行うために、研修管理員会の構成員に指導医等を追加することや研
修管理委員会に研修の進捗状況等を報告する体制の構築が必要である。
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指定基準の遵守状況について⑥
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３．剖検・臨床病理検討会（ＣＰＣ）について
剖検数：前年度１件 今年度見込１件
臨床病理検討会（CPC）開催回数：前年度１回 今年度見込１回

・基幹病院に剖検室はなく、臨床研修協力病院である、自治医科大学附属病
院が行う剖検に参加予定としている。

・他の病院の剖検室を借りて、剖検を行うことは可能である。
・基幹病院が主催して剖検を実施する必要があるため、剖検の実施
計画等の作成が必要である。



新規指定の可否について

・基幹型臨床研修病院の指定基準は満たす見込みである。
・質の高い研修を実施する上で、指導体制と研修管理体制に懸念があることから、
体制構築のために以下のとおり栃木県医療対策協議会からの意見を付して、新規
指定することとしたい。

上級医が研修医を直接指導する場合を含め、指導医による研修の管理監督体制の
構築、研修の進捗状況を研修管理委員会で把握する体制の構築など、研修開始前
に質の高い研修を実施できる体制が構築されているか、確認すること。

意見（案）
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