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１． 研修プログラムの名称 

南風病院臨床研修プログラム 

 

２． 研修プログラムの目的 

プライマリケアを中心に、幅広く医師として必要な基本的知識、技能及び態度の修得を

目的とする。 

 

３． 臨床研修の目標 

このプログラムの目標は、厚生労働省が示している｢臨床研修の到達目標｣に掲げる、行

動目標及び経験目標を高いレベルで満たすことにある。 

 

４． 研修プログラムの特色 

１） 基幹型臨床研修病院は地域医療支援病院でもあり、地域の第一線の中核的な病

院として地域の住民と医師からの信頼が厚く、多くの紹介患者の診療に従事してい

る。内科系、外科系ともに各領域の専門医の指導のもとに、救急患者を含み、広い

領域の疾患を体験し、医師としての基本的診療能力を身に付けることが出来る｡ 

２） 本院以外の協力型臨床研修病院、研修協力施設ともに、地域における中核的な病

院・施設であり、優れた指導医のもとで、多くの臨床経験がつめる｡ 

３） 最初の内科系における基本研修の後は、後期研修への連携を踏まえて、各診療科

のローテーションの順序、各診療科の研修期間を含めて、選択の幅を最大限に活

用できる｡ 

 

５． プログラム責任者 

副院長 （消化器内科） 新原 亨 日本内科学会認定内科医 

日本消化器病学会消化器病専門医 

日本消化器病学会指導医 

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 

日本消化器内視鏡学会指導医 

日本カプセル内視鏡学会認定医 

日本カプセル内視鏡学会指導医 

日本消化管学会胃腸科専門医 

日本消化管学会胃腸科指導医 

日本胆道学会指導医 

日本膵臓学会認定指導医 

 

 

 

 



3 

６． 研修プログラム参加施設 

【基幹型臨床研修病院】 

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 

 

【協力型臨床研修病院】 

鹿児島大学病院 

鹿児島市立病院 

鹿児島市医師会病院 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 

霧島市立医師会医療センター 

医療法人有隣会伊敷病院 

メンタルホスピタル鹿児島 

鹿児島県立大島病院 

出水郡医師会広域医療センター 

公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院 

国分生協病院 

 

【研修協力施設】 

薩摩川内市下甑手打診療所 

医療法人天翔会五反田内科クリニック 

社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター 

社会医療法人童仁会池田病院 

社会医療法人天陽会中央病院 

医療法人慈風会厚地脳神経外科病院 

うえの内科循環器内科クリニック 

公益社団法人昭和会上町いまきいれ病院 

 

７． 基本プログラム 

 

 

分野 実施施設等 

内科 実施施設 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 
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必修 実施施設 

公益社団法人鹿児島共済会南風病院（外科） 

鹿児島市立病院（小児科） 

社会医療法人童仁会池田病院（小児科） 

公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院（小児科） 

公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院（産婦人科） 

鹿児島市立病院（産婦人科） ※現在申請中 

医療法人有隣会伊敷病院（精神科） 

メンタルホスピタル鹿児島（精神科） 

分野 実施施設等 

救急部門 実施施設 

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 

鹿児島市立病院 

鹿児島市医師会病院 

霧島市立医師会医療センター 

鹿児島県立大島病院 

出水郡医師会広域医療センター 

公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院（救急科） 

（※救急研修 8週、うち 4週は当院麻酔科研修） 

救急部門 

（当直） 

実施施設 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 

備考 
2週間に1回を目安に当直を行うことで、救急部門における到

達目標を達成する。研修期間としては 4週に相当する。 

地域医療 実施施設 

薩摩川内市下甑手打診療所 

医療法人天翔会五反田内科クリニック 

社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター 

鹿児島県立大島病院 

出水郡医師会広域医療センター 

うえの内科循環器内科クリニック 

国分生協病院 

選択 実施施設 

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 

《診療科》糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、循環器内

科、消化器内科、腎臓内科、人工透析内科、

脳神経内科、肝臓内科、ペインクリニック内

科、緩和ケア内科、外科、消化器外科、呼吸

器外科、脳神経外科、整形外科、小児整形外

科、リウマチ科、リハビリテーション科、放

射線科、麻酔科、病理診断科、老年内科 

鹿児島大学病院 

《診療科》心臓血管内科、消化器内科、腎臓内科、脳神
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経内科、呼吸器内科、血液・膠原病内科、糖

尿病・内分泌内科、乳腺・甲状腺外科、心身

医療科、皮膚科、放射線科、リハビリテーシ

ョン科、心臓血管外科、消化器外科、脳神経

外科、呼吸器外科、泌尿器科、小児外科、整

形外科・リウマチ外科、眼科、耳鼻咽喉科・

頭頚部外科、麻酔科、小児科、産科・婦人科、

神経科精神科 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 

《診療科》循環器内科、心臓血管外科、脳・血管内科（神

経内科）、脳神経外科、小児科、血液内科、糖

尿病・内分泌内科、消化器内科、外科、泌尿

器科、婦人科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔

科、リハビリテーション科、臨床病理科 

鹿児島県立大島病院 

《診療科》総合診療科（内科），循環器内科、消化器内科、

小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、

泌尿器科、産婦人科、放射線科 

公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院 

《診療科》内科、糖尿病内科、血液内科、脳神経内科、

呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児

科、外 科、消化器外科、乳腺外科、整形外

科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、血

管外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、

新生児内科、頭頸部･耳鼻咽喉科、リハビリテ

ーション科、放射線診断科、放射線治療科、

歯科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理

診断科 

公益社団法人昭和会上町いまきいれ病院 

《診療科》眼科 

社会医療法人天陽会中央病院 

《診療科》循環器内科 

医療法人慈風会厚地脳神経外科病院 

《診療科》脳神経外科 

医療法人有隣会伊敷病院 

《診療科》精神科 

 備考 各診療科の最低履修期間は 4週とする。 
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８． 研修方法 

１） 研修医は、当臨床研修病院群の研修プログラムに従い 2 年間の研修を受ける｡また、

原則として 2年間の内 52週以上は基幹型臨床研修病院で研修を行う。 

２） 研修開始前に各研修医に研修医手帳を配布する。研修医は、研修医手帳により自

己の研修内容を記録し、経験した症例の要約を作成する。 

３） 研修医は当直の業務を行い、当直医師の助手として救急患者の初期治療にあた

る。 

４） 各科共同又は各診療科において開催される、研修医を対象とした各領域の研修会、

CPC、カンファレンス、症例検討会、病棟回診に参加する。 

 

９． 研修医の募集体制 

１） 募集定員              5名 

２） 応募資格              医師国家試験を受験予定のもの及び既卒者で 

                       医師臨床研修マッチングに参加する者 

３） 採用方法              面接 

 

１０． 研修医の処遇に関する事項 

１） 常勤又は非常勤の別  常勤 

２） 研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項 

(a) 研修手当  1年次の支給額（税込み） 

 基本手当  430,000円/月 

      賞与     400,000円/年 

2年次の支給額（税込み） 

 基本手当  450,000円/月 

      賞与     400,000円/年 

(b) 勤務時間  基本的な勤務時間 8:30～17:30 

                        （休憩時間：12:00～13:00） 

(c) 休暇   有給休暇 1年次 10日、2年次 11日 

夏季休暇 無し 

年末年始 有り 

その他休暇 12月 30日、12月 31日 

1月 1日、1月 2日、1月 3日 

（お正月休み） 

３） 時間外勤務及び当直に関する事項 

(a) 時間外勤務の有無  有り 

(b) 時間外手当  有り 

(c) 休日手当  有り 

(d) 当直の回数  月 2～4回程度 
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(e) 当直手当  有り 

 

４） 研修医のための宿舎及び病院内の個室 

(a) 研修医の宿舎  有り 

(b) 病院内の個室  有り 

 

５） 社会保険・労働保険に関する事項 

(a) 公的医療保険  協会けんぽ 

(b) 公的年金保険  厚生年金 

(c) 労災保険  適用有り 

(d) 雇用保険  適用有り 

 

６） 健康管理に関する事項 

(a) 健康診断  年 2回 

 

７） 医師賠償責任保険に関する事項 

(a) 病院において加入する 

(b) 個人加入は任意 

 

８） 外部の研修活動に関する事項 

(a) 学会、研究会等への参加 可 

(b) その際の費用支給  有り 

 

９） その他 

研修プログラムに定められている病院以外で診療従事の禁止（アルバイト診療の

禁止） 

                                               以上 


