
 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：  030229202   

病院施設番号：    030229    臨床研修病院の名称：    東京都立墨東病院          

臨床研修病院群番号：  0302290   臨床研修病院群名：     東京都立墨東病院         

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 東京都立墨東病院初期臨床研修プログラム 

２．研修プログラムの特色 ① 1 年次は共通で内科 6 ヶ月、救急 2 ヶ月、外科 2 ヶ月、麻酔科 2

ヶ月とする。 

② 2 年次は地域医療 1 ヶ月、小児科 1 ヶ月、産婦人科 1 ヶ月、精神

科（神経科）1ヶ月、一般外来 1ヶ月は必修とする。自由選択 7ヶ月

は、将来の希望に合わせた診療科を選択することを推奨する。 

③ 1年次の救急 2ヶ月は昼間に ERにて内科系 1ヶ月、外科系 1ヶ月

を研修する。この 2ヶ月間以外に、2年次に 10ヶ月前後の夜間 ER（当

直）研修をすることで合計 3ヶ月間の ER研修とする。 

３．臨床研修の目標の概要 将来の専門分野に関わらず、一般臨床医として日常頻繁に遭遇する

疾患に対して適切な初期診療を行うために幅広い基本的臨床能力を

身に付ける。 

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  

臨床研修修了後、専門研修に入り 3年以上の研修が可能である。 

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 030229 東京都立墨東病院 26.4 週 週  

救急部門 030229 東京都立墨東病院 8.8 週  

 地域医療 041572 井手医院 

4.4 週 

一般外来 0.15

週 
 

在宅診療 0.15

週 

 地域医療  小岩医院 

 地域医療  
中鉢内科・呼吸器内科クリニ

ック 

 地域医療  
葛西よこやま内科・呼吸器内

科クリニック 

 地域医療  森山記念病院 

 地域医療 041571 成光堂クリニック 

 地域医療  大江戸江東クリニック 

 地域医療  たけし在宅クリニック 

 地域医療 168266 長山医院 

 地域医療 178691 あかねクリニック 

 地域医療  野崎クリニック 

別紙３ 



 

 

 地域医療 178720 まつもとメディカルクリニック 

 地域医療  
M’ｓクリニックもんな

か 

 地域医療  あそか病院 

 地域医療  ハナクリニック 

 地域医療  小林クリニック 

 地域医療  
江東リハビリテーショ

ン病院 

 地域医療 041528 愛和病院 

 地域医療 178690 エリゼこどもクリニック 

 地域医療  清澤眼科医院 

 地域医療 178688 小野内科診療所 

 地域医療  
豊洲はるそらファミリ

ークリニック 

 地域医療  にしじま小児科 

 地域医療  木村医院 

 地域医療  あおば在宅クリニック 

 地域医療  
東京都リハビリテーシ

ョン病院 

 地域医療  穂来彩クリニック 

 地域医療  
悠翔会在宅クリニック

墨田 

 地域医療  
子ども在宅クリニック
あおぞら診療所墨田 

 地域医療  
明正会錦糸町クリニッ

ク 

 地域医療 168434 有明こどもクリニック豊洲 

 地域医療 178687 清湘会記念病院 

 地域医療 041568 錦糸町クボタクリニック 

 地域医療 034344 小笠原村診療所 

 地域医療 191020 小笠原村母島診療所 

 地域医療 191006 五の橋産婦人科 

 地域医療 191007 きずときずあとのクリニック 

 地域医療 191009 ひらの亀戸ひまわり診療所 

 地域医療 191010 深川立川病院 

 地域医療 191012 豊洲小児科醫院 

 地域医療 191013 東京都立東部療育センター 

 地域医療 096666 藤﨑病院 

 地域医療 076845 鈴木こどもクリニック 

 地域医療 191017 中村病院 

 地域医療 191018 唐澤医院 

 地域医療 033315 江戸川保健所 



 

 

 地域医療 178679 
北小岩胃腸科クリニッ

ク 
  

 地域医療 178678 
まつかわハートクリニ

ック 
  

 地域医療 157982 篠崎駅前クリニック   

 地域医療 168267 岩倉病院   

 地域医療 168265 目々澤醫院   

 地域医療 041570 松江病院   

 地域医療 178686 
みつはたペインクリニ

ック 
  

 地域医療 168435 亀戸内科クリニック   

 地域医療 168436 
五の橋こどもクリニッ

ク 
  

 地域医療 041560 小林内科クリニック   

 地域医療 041557 清らかの里   

 地域医療 041556 協和病院   

 地域医療 041573 東雲クリニック   

 地域医療 041577 浅川クリニック   

 地域医療 041563 魚住整形外科   

 地域医療 041575 竹内小児科医院   

 地域医療 178708 水神クリニック   

 地域医療 041566 鈴木病院   

 地域医療 041576 寿康会病院   

 地域医療 041574 クリニック東陽町   

 地域医療 041558 吉村内科   

 地域医療 041565 のずえ小児科   

 地域医療 041561 望月内科クリニック   

 地域医療 056423 正木医院   

 地域医療 041559 永代クリニック   

 地域医療 168433 浅川医院   

 地域医療 178692 
江東病院附属在宅診療

所 
  

 地域医療 041562 笠井小児クリニック   

 地域医療 041564 鈴木クリニック   

 地域医療 041567 青木医院   

 地域医療 033736 墨田区保健所   

 地域医療 191019 
トータルケアクリニッ

ク 
  

 地域医療 191008 
たち内科小児科クリニ

ック 
  

 地域医療 191011 
住吉内科・消化器内科ク

リニック 
  

 地域医療 191014 永岡クリニック   



 

 

 地域医療 191015 清澄ケアクリニック   

 地域医療 191016 
江東リハビリテーショ

ン病院 
  

 地域医療 034515 哲西町診療所   

 地域医療 201014 
東小岩わんぱくクリニ

ック 
  

 地域医療 201015 東京さくら病院   

 地域医療 201016 江東スキンクリニック   

 地域医療 201017 佐竹クリニック   

 地域医療 201018 
藤川内科・呼吸器内科ク

リニック 
  

 地域医療 096413 
みやのこどもクリニッ

ク 
  

 地域医療  
京成小岩すまいるクリ

ニック 
  

 地域医療  菅谷クリニック   

 地域医療  もんなか整形外科   

 地域医療  五ノ橋クリニック   

 地域医療  みね内科・消化器科   

 外科 030229 東京都立墨東病院 8.8 週 週  

 小児科 030229 東京都立墨東病院 4.4 週   週 

 産婦人科 030229 東京都立墨東病院 4.4 週  

 精神科 030229 東京都立墨東病院 4.4 週  

 一般外来 030229 東京都立墨東病院 4.5 週   

 
病院で

定めた

必修 

科目 

麻酔科 030229 東京都立墨東病院 8.8 週 週  

    週  

    週  

    週 

選択 

科目 

総合診療科 030229 東京都立墨東病院 30.8 週 週  

心臓血管外科 030229 東京都立墨東病院 週  

呼吸器外科 030229 東京都立墨東病院  

整形外科 030229 東京都立墨東病院  

脳神経外科 030229 東京都立墨東病院  

形成外科 030229 東京都立墨東病院  

皮膚科 030229 東京都立墨東病院  

泌尿器科 030229 東京都立墨東病院  

リウマチ膠原病

科（外科系） 

030229 東京都立墨東病院  

新生児科 030229 東京都立墨東病院  

眼科 030229 東京都立墨東病院  

耳鼻咽喉科 030229 東京都立墨東病院  



 

 

診療放射線科 030229 東京都立墨東病院  

リハビリテーシ

ョン科 

030229 東京都立墨東病院  

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低○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○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 40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 ・ ・ ・ 内 科 、 外 科 、 小 児 科 

※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること 



 

 

 

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： 030229 臨床研修病院の名称： 東京都立墨東病院 

臨床研修病院群番号： 030229 臨床研修病院群名：東京都立墨東病院 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号  030229202 

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 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5                                                    

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科   3                                                  

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科          3                                           

東京都立墨東病院 

（030229） 
内科 別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 
救急 別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 
外科 別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 
麻酔科 別葉 

                                                      

                                                      

                                                      

＊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： 030229 臨床研修病院の名称： 東京都立墨東病院 

臨床研修病院群番号： 030229 臨床研修病院群名：東京都立墨東病院 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号  030229202 

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 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

東京都立墨東病院 

（030229） 
小児科 別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 

産婦人

科 
別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 
精神科 別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 

一般外

来 
別葉 

東京都立墨東病院 

（030229） 
選択科 別葉 

                                                                                                         

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊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。 


