
 

 

 

独立行政法人国立病院機構 

信州上田医療センター 

臨床研修プログラム <簡易版> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ 病院の理念     私たちは目指します 

1） 互いに信頼し尊重しあえる関係 

2） 安全で質の高い医療 

3） 情報を共有して納得できる医療 

4） 地域と連携して安心できる医療 

5） 医療の将来を見すえた健全な経営 

 

 

➢ 信州上田医療センターの沿革 

平成９年７月１日  国立長野病院と国立東信病院が国立東信病院の敷地内において統合し、 

国立長野病院として発足 

平成１６年４月１日 独立行政法人国立病院機構への移行に伴い、「独立行政法人国立病院機構 

長野病院」へ名称変更 

平成２３年４月１日 地域医療教育センターを開設し、病院名を「独立行政法人国立病院機構 

信州上田医療センター」へ変更 

 

 

➢ 信州上田医療センターの概要 

病 院 名  独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 

所 在 地  〒386-8610 長野県上田市緑が丘１－２７－２１ 

Ｔ Ｅ Ｌ  0268-22-1890 

Ｆ Ａ Ｘ  0268-24-6603 

病 床 数  運営病床数 320 床   

※ 医療法承認病床数 420 床（一般 416 床 感染症 4 床）  

標榜診療科    内科・精神科・脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓内

科・血液内科・糖尿内科・緩和ケア内科・リウマチ科・小児科・外科・整形

外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・乳腺内分泌外科・

皮膚科・泌尿器科・産科・婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーシ

ョン科・放射線科・歯科口腔外科・麻酔科・病理診断科   31 科 

医師数    常勤医 65 名（R2.4 現在） 

         臨床研修医 7 名（  〃  ） 

患 者 統 計  令和元年度 

一日平均入院患者数  280.1 人 

一日平均外来患者数 589.2 人 

一日平均救急外来患者数 15.4 人 

一日平均救急車搬送患者数 9.6 人 

手 術 等[田中1][田中2]   令和元年度 

年間手術件数 2,609 件       全身麻酔件数 1,611 件 

心臓カテーテル検査数 774 件    分娩数 408 件  

内視鏡検査件数 4,696 件 

 

 



麻酔科

4週

1年目

内科（※週1回午前総合診療） 外科 小児科 産婦人科

24週 8週 8週 8週

精神科 地域医療

4週 4週

2年目

選択科 選択科

20週 24週

➢ 信州上田医療センター臨床研修プログラム 

【プログラムの目的と特徴】 

 目的 

地域における中核病院としての本病院の特色を生かし、日常診療で頻繁に遭遇する疾患や病態に

適切に対応できる基本的知識及び技能を修得すると共に、医療における人間関係についての理解

を深め、医師としての資質の向上を図ることを目的とする 

 特徴 

地域の中核病院としての本病院での患者の疾患や病態は多岐にわたり、全ての診療科において初

期診療から専門診療まで幅広く研修することができる。 

研修開始時には研修医オリエンテーションを行う。 

続いて内科にて医師の基本を含め、指導医・上級医・後期研修医との屋根瓦式で研修を行う。 

 

【研修スケジュール】  

 

 

 

 

 

＜研修スケジュールの 1 例＞ 

1）必修科目 

内科（※1）    24 週以上 （信州上田医療センター） 

   救急（※2）     12 週以上 （信州上田医療センター） 

   地域医療        4 週以上 （国保依田窪病院，上田腎臓クリニック） 

   外科           4 週以上 （信州上田医療センター） 

   小児科          4 週以上 （信州上田医療センター） 

   産婦人科        4 週以上 （信州上田医療センター） 

   精神科         4 週以上 （千曲荘病院，小諸高原病院） 

   一般外来（※3） 4 週以上 （信州上田医療センター，国保依田窪病院，上田腎臓クリ

ニック） 

   麻酔科（※4）  4 週   （信州上田医療センター） 

 

    ※1．内科研修時は、週 1 回総合診療にて一般外来を並行研修する。 

※2．救急研修は、4 週の麻酔科ブロック研修と当直研修（約 4 回/月）で行う。 

    ※3．一般外来研修は地域医療研修及び信州上田医療センター内科、小児科研修時に並

行研修で行う。 

    ※4．救急研修の一環として 4 週の麻酔科研修を行う。 

 

 2）選択科目 

   内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、 

糖尿内科、緩和ケア内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、 

乳腺内分泌外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、 

麻酔科、病理診断科 



 3）臨床研修協力施設 

   国保依田窪病院 

  医療法人慈修会 上田腎臓クリニック 

  医療法人友愛会 千曲荘病院 

  独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 

  

4）研修カリキュラムの概要 

   1 年次は内科 24 週を必修とする。2 年次は地域医療 4 週を必修とする。地域医療研修は

国保依田窪病院上田腎臓クリニック・上田保健福祉事務所にて行う。 

   その他の必修科目（外科、小児科、産婦人科、精神科、救急、一般外来）については、外

科（4 週以上）、小児科（4 週以上）、産婦人科（4 週以上）を 2 年間の中で当院でのブロ

ック研修で選択する。精神科研修（4 週以上）は千曲荘病院または小諸高原病院にて行う。

救急研修（12 週以上）については、4 週を当院麻酔科でのブロック研修、8 週分以上を

当直研修（約 4 回/月，40 回以上）で行う。一般外来研修は地域医療研修中と当院小児科

研修中、および当院内科研修中における週 1 回の総合診療で行う（合計 4 週以上）。 

   選択科目は当院で内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、 

小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、乳腺内分泌外科、皮膚科、 

泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、麻酔科、病理診断科を選択で

きることとする。研修期間は１科につき 4 週以上（6 週以上が望ましい）とする。 

 

 

【勉強会等】 

ジャーナルクラブ 第１火曜日   

研修医クルズス  第２・３・４火曜日  

院内キャンサーボード 第４週  

総診・救外カンファレンス 毎週水曜日  

各科カンファランス 

病院職員向け各種研修会 

各科学会発表 

院内研究発表会 

 

 

【当直】 

・1 年次 5 月より 

・当直医について副直医として勤務 

・月４回必須 

 

 

 

 

 

 



➢ 各科（主な診療科）紹介  ・・・先輩研修医の視点から     ※( )内医師数 

 

【呼吸器内科】 （３名）  

肺癌、ＣＯＰＤ感染症など幅広く勉強できます。 

胸腔穿刺、胸腔ドレナージ、気管支鏡検査など呼吸器内科で行う手技はほとんどできるよう指導

していただけます。 

 

【循環器内科】 （５名）  

心臓エコー、心臓カテーテル検査など。 

急性期の花形。緊急疾患の評価、治療、ICU での全身管理など勉強できます。 

心エコーや心カテ等の手技も指導していただけます。 

 

【消化器内科】 （7 名） 

上部下部内視鏡検査、ERCP、腹部エコー、内視鏡的ポリープ摘出術、肝生検など。 

救急患者の半分は消化器疾患。腹部エコーや上部内視鏡検査などは自分でできるようになります。 

 

【脳神経内科】 （3 名） 

脳梗塞で緊急入院になる症例や、認知症、パーキンソン病、ALS など慢性疾患の症例を担当でき

ます。認知症はどの科でも遭遇するのでユマニチュードに則った対応などここで勉強しておくと

よいかと思います。頭部画像の見方や基本的な入院管理から、腰椎穿刺の手技まで幅広く丁寧に

指導していただけます。 

 

【腎臓内科】  （2 名） 

急性腎不全で緊急透析になるダイナミックな症例から、慢性腎不全の症例の血圧や電解質の管理、

維持透析などについて幅広く勉強できます。特に血圧管理、輸液や電解質は腎臓内科で一度しっ

かり勉強しておくとよいかと思います。 

また、シャント作成の手術や透析カテーテル留置なども経験できるので、手技が好きな方にはお

すすめです。 

 

【外科】 （6 名） 

主に消化器外科。予定手術以外にも虫垂炎、胆嚢炎などの緊急手術もあります。 

研修中に自分が執刀できることも。 

  

【脳神経外科】 （3 名）  

脳アンギオ、血管内治療など。 

頭部の CT・MRI の読み方はばっちりに。簡単な血腫除去術などの執刀も 

 

【泌尿器科】 （3 名） 

膀胱鏡、結石除去術など。研修医なのになんでもやらせていただける環境です。  

 

 

 



【整形外科】  （４名） 

骨折観血的手術、人工関節置換術、腫瘍摘出術など様々な手術を経験できます。上級医の先生の

指導の下、外来や病棟業務を通じて、外傷、骨折への処置や術後管理を学ぶことができます。 

 

【呼吸器外科】 （２名）  

胸腔鏡下での肺癌と気胸の手術。 

チームの一員として診療にあたります。 

興味があれば執刀などいろいろとやらせてもらえることも。 

 

【耳鼻咽喉科】 （2 名） 

咽頭喉頭ファイバー、頸部エコー。扁桃摘出等の手術も執刀できます。 

救急では鼻出血が多い。鼻出血の対応は完璧に。 

 

【小児科】 （5 名） 

発熱の子供の初期対応、救急患者の初期対応など。 

小児も採血やルート確保もできるようになります。 

NICU もあり、新生児も診られます。 

 

【産婦人科】 （3 名） 

分娩の立ち会い、外来陪席、手術など。 

希望があれば月に数回オンコールに入り夜間の緊急時に呼んでもらえます。 

帝王切開の執刀ができることも。 

 

【麻酔科】 （3 名） 

麻酔導入、気管挿管、維持、Ａライン確保、抜管等。 

麻酔科のみならず臨床の現場で医師として必要な手技を上級医とマンツーマンで指導していただ

けます。 

 

＊今年度より新規診療科 

【緩和ケア内科】 （2 名）  【糖尿内科】 （2 名） 

 

➢ 当院で研修することのメリット ・・先輩研修医の視点から 

◦必修の科が厚生労働省指定以外の科がないため、オーダーメイドの実習ができる。 

◦研修医があまり多くないため、各科の日程や期間の調節に融通が利く。(1 ヶ月半・3 ヶ月 

単位で回らないことも可能) 

◦上小地区唯一の 2 次救急病院のため、いろんな症例があつまる。 

◦当院にない精神科などは他院で研修が可能。 

◦中規模病院のため、先生の顔がわかり、とても相談しやすい環境。 

◦医療スタッフとも距離が近く、病院単位での行事などもある。 

💛車で 1 時間以内に軽井沢があり、新幹線では 1 時間半で東京まで行かれる。 

💛意外と飲む所がいっぱいある。 

 



【処遇】 

身分 期間職員 

給与 1 年次 基本給 366,000 円 

       賞与  1 か月分 

   2 年次 基本給 431,000 円 

賞与  １か月分 

   超過勤務手当・当直手当（2 万円/回）等あり 

【勤務時間】  

8 時３０分～１７時１５分  

※ 当直翌日は 12 時 30 分まで   

 

【休暇】  

・年次有給休暇 ２０日 （勤続月数により日数制限あり） 

・リフレッシュ休暇   連続する３日間 

・特別休暇等あり（詳細は規定による） 

・年末年始休日（12/29～1/3） 

   

【宿舎】 

単身用宿舎 

 

【その他】  

・学会参加費支給あり 

・各種勉強会参加費用補助あり 

・医師賠償責任保険個人加入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 病院見学は随時受付けています ― 

病院ホームページ URL http://shinshuueda.hosp.go.jp  

または下記問い合わせ先よりお申し込みください。 

 

≪ 問い合わせ先 ≫   

独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター   

地域医療教育センター 

          住所：〒 386-8610 長野県上田市緑が丘 1-27-21      

電話： 0268-22-1890         

FAX： 0268-24-6603 

          E-mail： 230-kyoiku＠mail.hosp.go.jp 

 

 


