
 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：              
病院施設番号： 030563          大学病院の名称：兵庫医科大学病院       

臨床研修病院群番号：           臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群             

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。 
１．研修プログラムの名

称 

兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム 

２．研修プログラムの特

色 

研修１年目は兵庫県指定のへき地医療拠点病院で研修を行い、研修２

年目に兵庫医科大学病院、または協力型臨床研修病院・研修協力施設

で研修を行う。へき地医療拠点病院では内科 24 週、救急部門 12 週を

ローテーションし、自由に選択できる期間を１６週とする。研修２年

目の兵庫医科大学病院・協力型臨床研修病院・研修協力施設での研修

は自由に選択できる期間を３６週とし、残りを地域医療(4 週)、外科

(8週)、精神科神経科(4週)を研修とする。なお、１年目又は２年目の

選択期間中に、必修科として産婦人科、小児科を各４週含める。 

研修２年間で地方と都会の医療の両方を経験し、多様な患者に対応

する臨床技能を習得できるプログラムである。 

 

 

３．臨床研修の目標の概

要 

プライマリケアの基本的な診療能力を身につけるべく、厚生労働省

の臨床研修到達目標を十分に達成できるようカリキュラムを作成し

ている。 

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。 

３年目以降の後期臨床研修プログラムを用意しており、レジデント
の身分を３年間確保している。 

５．臨床研修を行う分野 
 

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。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 031843 兵庫医科大学ささやま医療センター 24週 週 

内科 030902 公立八鹿病院 24週 週 

 内科 030567 西脇市立西脇病院 24週 週 

 内科 031840 公立宍粟総合病院 24週 週 

 内科 030895 製鐵記念広畑病院 24週 週 

 救急部門 030895 製鐵記念広畑病院 週 週 

    週  

      

 救急部門 031843 兵庫医科大学ささやま医療センター 12週  

 救急部門 030902 公立八鹿病院 12週  

別紙３ 



 

 

 救急部門  西脇市立西脇病院 12週  

 救急部門 031840 公立宍粟総合病院 12週  

 地域医療 0301843 
兵庫医科大学ささやま
医療センター 

8週 4週 

(在宅)0.2週 

 地域医療 031840 公立宍粟総合病院 
8週 4週 

(在宅)0.2週 

 地域医療 041255 いたみバラ診療所 
8週 4週 

(在宅)0.2週 

 地域医療 035183 宮本クリニック 8週 4週 

 地域医療 041258 土田医院 8週 4週 

 地域医療 178481 
たにざわこどもクリニ
ック 

8週 4週 

 地域医療 056856 神戸アドベンチスト病院 
8週 4週 

(在宅)0.2週 

 外科 030563 兵庫医科大学病院 8週 週 

 小児科 030563 兵庫医科大学病院 ４週 週 

 産婦人科 030563 兵庫医科大学病院 ４週 週 

 精神科 030563 兵庫医科大学病院 ４週  

      

      

       

 
病院で

定めた

必修 

科目 

    週  

    週  

    週  

    週 

選択 

科目 

 030563 兵庫医科大学病院 40週 週 

 030984 宝塚市立病院 40週 週 

 031819 尼崎中央病院 40週 週 

 030880 市立川西病院 40週 週 

 040060 ベリタス病院 40週 週 

 030875 明和病院 40週 週 

 070041 協立病院 40週 週 

 031843 兵庫医科大学ささやま医療センター 40週 週 

 030902 公立八鹿病院 40週 週 

 0301840 公立宍粟総合病院 40週 週 

 030959 市立芦屋病院 40週 週 

 031116 西宮市立中央病院 40週 週 

 030560 関西労災病院 40週 週 

 034737 兵庫医科大学ささやま老人保

健施設 

40週 週 



 

 

 030569 姫路医療センター 40週 週 

 031057 三田市民病院 40週 週 

 033018 西宮市保健所 40週 週 

 041255 いたみバラ診療所 40週 週 

 035183 宮本クリニック 40週 週 

 041258 土田医院 40週 週 

 110014 西宮渡辺病院 40週 週 

 110015 西宮渡辺心臓・血管センター 40週 週 

 178481 たにざわこどもクリニック 40週 週 

 060007 高砂西部病院 40週 週 

 056856 神戸アドベンチスト病院 40週 週 

 030567 西脇市立西脇病院 40週 週 

  西宮回生病院 40週 週 

備考 

原則として２年間に次の要件を充足するよう研修計画を立て研修を行う。 

[たすきがけプログラム] 

≪必修科として、１年目は内科 24 週、救急部門 12 週、２年目には地域医療 4 週、外科 8 週、精

神科神経科 4 週の研修を行うこととし、１年目又は２年目の合計４８週の選択期間中に、必修科

として産婦人科、小児科を各４週含める。 

選択科として、36週の研修を行う。なお、研修１年目は兵庫県指定のへき地医療拠点病院で研

修を行い、研修２年目は兵庫医科大学病院、または協力型臨床研修病院・研修協力施設で研修を

行う。≫ 

 



 

 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

(031843) 
 救急 1    1    1    1    1    1                                

公立八鹿病院 

(030902) 
 救急                                                     

公立宍粟総合病院 

(031840） 
 救急                                                     

製鉄記念広畑病院 

(030895) 
 救急                         1    1    1                    

西脇市立西脇病院 

(030567) 
 救急                                                     

兵庫医科大学ささやま医療センター 

(031843) 

 内科                         1    1    1                    

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 

 



 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.2) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

公立八鹿病院 

（030902） 
 内科                                                     

公立宍粟総合病院 

（031840） 
 内科                                                     

製鉄記念広畑病院 

(030895) 
 内科 1    1    1    1    1    1                                

西脇市立西脇病院 

(030567) 
 内科                                                     

兵庫医科大学病院 

(030563) 
産婦人科                                                     

兵庫医科大学病院 

(030563) 
精神科                                                     

兵庫医科大学病院 

(030563) 
選択科                                                     

宝塚市立病院 

（030984) 
選択科                                                     

尼崎中央病院 

（031819） 
選択科                                                     

市立川西病院 

（030880） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.3) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

ベリタス病院 

（040060） 
選択科                                                     

明和病院 

（030875） 
選択科                                                     

協立病院 

（070041） 
選択科                                                     

兵庫医科大学ささやま医療センター 

（031843） 
選択科                                     1    1    1        

製鉄記念広畑病院 

(030895) 
選択科                                     1    1    1        

西脇市立西脇病院 

(030567) 
選択科                                                     

公立八鹿病院 

（030902） 
選択科                                                     

公立宍粟総合病院 

（031840） 
選択科                                                     

市立芦屋病院 

（030959） 
選択科                                                     

西宮市立中央病院 

（031116） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.4) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

関西労災病院 

（030560） 
選択科                                                     

兵庫医科大学ささやま老人保健施設 

（034737） 
選択科                                                     

姫路医療センター 

（030569） 
選択科                                                     

三田市民病院 

（0301840） 
選択科                                                     

西宮市保健所 

（033018） 
選択科                                                     

いたみバラ診療所 

（041255） 
選択科                                                     

宮本クリニック 

（035183） 
選択科                                                     

土田医院 

（041258） 
選択科                                                     

たにざわこどもクリニッ

ク（178481） 
選択科                                                     

西宮回生病院 

（       ） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.5) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分野

＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

（031843） 
地域             1    1                                    

神戸アドベンチスト病院

（056856） 
地域             1    1                                    

公立宍粟総合病院 

（031840） 
地域                                                     

いたみバラ診療所 

（041255） 
地域                                                     

宮本クリニック 

（035183） 
地域                                                     

土田医院 

（041258） 
地域                                                     

たにざわこどもクリニッ

ク（178481） 
地域                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野の研修を行う病院又は施設の名称

及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.6) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

兵庫医科大学病院 

(030563) 
小児科                                                     

兵庫医科大学病院 

(030563) 
産婦人科             2                                        

兵庫医科大学病院 

(030563) 
精神科         2                                            

兵庫医科大学病院 

(030563) 
外科 2    2                                                

兵庫医科大学病院 

(030563) 
選択科                     2    2    2    2    2    2    2        

宝塚市立病院 

（030984) 
選択科                                                     

尼崎中央病院 

（031819） 
選択科                                                     

市立川西病院 

（030880） 
選択科                                                     

ベリタス病院 

（040060） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 

 

 



 

 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.7) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

明和病院 

（030875） 
選択科                                                     

協立病院 

（070041） 
選択科                                                     

兵庫医科大学ささやま医療センター 

（031843） 
選択科                                                     

製鉄記念広畑病院 

(030895) 
選択科                                                     

西脇市立西脇病院 

(030567) 
選択科                                                     

公立八鹿病院 

（030902） 
選択科                                                     

公立宍粟総合病院 

（031840） 
選択科                                                     

市立芦屋病院 

（030959） 
選択科                                                     

西宮市立中央病院 

（031116） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 



 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.8) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

関西労災病院 

（030560） 
選択科                                                     

兵庫医科大学ささやま老人保健施設 

（034737） 
選択科                                                     

姫路医療センター 

（030569） 
選択科                                                     

三田市民病院 

（0301840） 
選択科                                                     

西宮市保健所 

（033018） 
選択科                                                     

いたみバラ診療所 

（041255） 
選択科                                                     

宮本クリニック 

（035183） 
選択科                                                     

土田医院 

（041258） 
選択科                                                     

たにざわこどもクリニッ

ク（178481） 
選択科                                                     

西宮回生病院 

（       ） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

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。 

病院施設番号： 030563 臨床研修病院の名称： 兵庫医科大学病院 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 兵庫医科大学病院臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）兵庫医科大学病院臨床研修たすきがけプログラム     プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.9) 

病院又は施設の名

称（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

西脇市立西脇病院 

（030567） 
選択科                                                     

高砂西部病院 

（060007） 
選択科                                                     

西宮渡辺病院 

（110014） 
選択科                                                     

西宮渡辺心臓・血管

センター（110015） 
選択科                                                     

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 


