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初期臨床研修プログラム概要 
 

＜研修プログラムの特色と目標＞ 

① 医師としての人格を涵養し，将来の専門性にかかわらず，医学・医療の社会的ニーズを

認識しつつ，日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう，プライマ

リ・ケアの基本的診療能力（態度，技能，知識）を身につける。 

 

＜プログラムの名称＞ 

① 地域‐大学循環コース   各 1 年間：慶應義塾大学病院と協力型臨床研修病院 

② 大学一貫コース       2 年間：慶應義塾大学病院 

③ 小児科医・産婦人科医育成コース  2 年間：慶應義塾大学病院 

 

※研修プログラムは研修管理委員会の決定により変更することがある。 

 

 

≪地域‐大学循環コース≫ 

【特色】地域‐大学循環コースにおいては，遭遇する頻度の高い一般的な症例を協

力型臨床研修病院にて１年間主体的に経験する。残り 1 年間は、基本的疾患（common 

disease）に加え、高度の専門性を要する疾患に対する診療の充実した指導体制を持つ

慶應義塾大学病院で経験し、併せて基礎・臨床研究的な視点も学ぶことで、個々の研修

医のニーズに最大限マッチした研修を受けることができる。 

【概要】多種多様かつ豊富な症例、緻密な症例検討や学会報告、さらに高度な専門性

を要する症例の診療などを経験することで、変容する社会のニーズに柔軟に対応し、

最善の医療を提供し続けることができる総合医としての幅広い基本的診療能力の獲得

を目標とする。 

 

○【1 年次に協力型臨床研修病院で研修】 

1 年次 
内科 

（24 週） 

救急科 

（12 週）※1 

外科・小児科・精神神経

科・産婦人科 

各 4 週 

 

2 年次 
地域医療 

(4 週)  

※2 

外科・小

児・産婦・

精神：1 年次

に研修して

いない診療

科(各 4 週) 

麻酔科

（4 週）

※1 

選択 

（～40 週） 

※（ローテーションは順不同） 

※1 救急部門の研修については原則以下の通りとする。 
・ 1 年次に協力型病院で研修し 2 年次に慶應義塾大学病院で研修する場合は、1 年次

に救急科で 12 週研修し、2 年次に麻酔科で 4 週研修する。 

※2 地域研修の施設について 
・ 専門診療（例：皮膚科、脳外科、精神科など）に特化する施設においても一般外来

研修としての到達目標が達成できる研修内容を行う。それらの施設において地域

包括医療や外科的疾患と合わせて、一般的な疾患の診療にて研修できる施設であ

る。 

・ 地域研修にて一般外来研修を充足できない場合は、慶應義塾大学病院にて短期間

の一般外来研修（内科（総合診療科を含む）・小児科・外科など）ができるように
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調整する。 

・ 地域研修期間中の月～土（14:30 までの勤務時間）のうち 1～数日の在宅研修を行

うこととする。 

 一般外来の研修を行う診療科は、内科（総合診療科を含む）、小児科（慶應義塾大学病院で

のみ）、外科および地域医療でも行う。（4 週以上） 
 協力型病院によっては 1 年次に研修できる診療科が限定される場合がある。 

 
 

○【2 年次に協力型臨床研修病院で研修】 

1 年次 
内科 

（24 週） 

救急科（12 週）または 

救急科（8 週）＋麻酔

科（4 週）※1 

外科・産婦人科・ 

小児科・精神神経科 

（12 週）各 4 週 

 

2 年次 

地域医

療 

(4 週) 

※2 

外科・小児・産

婦・精神：1 年

次に研修してい

ない診療科(各 4

週) 

麻酔科 

(4 週) 

※1 
選択（～40 週） 

 ※（ローテーションは順不同） 

※1 救急部門の研修については原則以下の通りとする。 
・ 1 年次に慶應義塾大学病院で研修し２年次に協力型病院で研修する場合は、1 年次

に救急科で 12 週研修するか、救急科 12 週のうち 4 週を麻酔科での研修とするか

を選択できる。ただし、1 年次に麻酔科で救急部門の研修をした場合でも 2 年次に

協力型病院で麻酔科の研修を 4 週行う。 

※2 地域研修の施設について 
・ 専門診療（例：皮膚科、脳外科、精神科など）に特化する施設においても一般外来

研修としての到達目標が達成できる研修内容を行う。それらの施設において地域

包括医療や外科的疾患と合わせて、一般的な疾患の診療にて研修できる施設であ

る。 

・ 地域研修にて一般外来研修を充足できない場合は、慶應義塾大学病院にて短期間

の一般外来研修（内科（総合診療科を含む）・小児科・外科など）ができるように

調整する。 

・ 地域研修期間中の月～土（14:30 までの勤務時間）のうち 1～数日の在宅研修を行

うこととする。 

 一般外来の研修を行う診療科は、内科（総合診療科を含む）、小児科（慶應義塾大学病院で

のみ）、外科および地域医療でも行う。（4 週以上） 
 協力型病院によっては 1 年次に研修できる診療科が限定される場合がある。 
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≪大学一貫コース≫ 

【特色】二年間を通じて慶應義塾大学病院で研修をすることで、多くの指導医から

基本診療を学び、高度な治療を要する疾患に関しての理解を深めることを目指す。ま

た、病態や社会背景が複雑な症例からは多職種との協力を通じてチーム医療を学ぶ。

二年目の選択期間は臨床到達目標を達成させるのみならず、研修医が将来の進路を考

慮しながら、より積極的に参加できる自由な研修が可能となる。 

 

【概要】大学病院における自由度の高い研修により、幅の広い基本的能力のみならず、

より研修医が希望する専門的な診療科、高度先進医療、先端医療への理解を深める。 

 

1 年次 
内科 

（24 週） 

救急科（12 週）または 
救急科（8 週）＋麻酔

科（4 週）※1 

外科・小児科・精神神経

科・産婦人科 
各 4 週 

 

2 年次 
地域医療 

(4 週)  
※2 

選択科目 
(4 週) 

麻酔科

（4 週）

※1 

選択 
（～40 週） 

                            （ローテーションは順不同） 

※1 救急部門の研修については原則以下の通りとする。 

・ 1 年次に救急科を 12 週研修するか、救急科 12 週のうち 4 週を麻酔科での救急部門の

研修とするかを選択することができる。ただし、１年次に麻酔科で救急部門の研修を行

っていない場合は、2 年次に麻酔科を 4 週（最短 2 週も可）研修する。 
※2 地域研修の施設について 

・ 専門診療（例：皮膚科、脳外科、精神科など）に特化する施設においても一般外来

研修としての到達目標が達成できる研修内容を行う。それらの施設において地域

包括医療や外科的疾患と合わせて、一般的な疾患の診療にて研修できる施設であ

る。 

・ 地域研修にて一般外来研修を充足できない場合は、慶應義塾大学病院にて短期間

の一般外来研修（内科（総合診療科を含む）・小児科・外科など）ができるように

調整する。 

・ 地域研修期間中の月～土（14:30 までの勤務時間）のうち 1～数日の在宅研修を行う。 

 一般外来の研修を行う診療科は、内科（総合診療科を含む）、小児科（慶應義塾大学病院

でのみ）、外科および地域医療でも行う。（4 週以上） 
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≪小児科医・産婦人科医育成コース≫ 

【特色】当院は産婦人科・小児科・小児外科ほか関連診療科を結集した、周産期・小児

医療センターを有する。生命の成立から誕生を経て、小児医療・女性医療に至るまで

の、広範囲にわたる総合診療を研修することが出来るため、プログラム修了後の専攻

分野においても幅広い選択肢が展開される。周産期・成育領域を軸とした「守るべき生

命」と対峙するシームレスな医療の初歩を着実に習得するプログラムである。 

【概要】将来の専攻に応じて、産婦人科、小児科いずれかに軸を置いた研修プログラ

ムを構成できるほか、周産期・成育領域に加えた他の診療科を選択で研修できるよう

にしており、産婦人科医・小児科医に限定せず、周産期・成育領域の堅実な基礎的理解

をもった臨床医を幅広く育成することを目標としている。 
 

 

1 年次 
志望科 
(8 週) 

麻酔科

(4 週) 

麻酔科

での救

急部門

(4 週) 

救急科 
(8 週) 

内科 

（24 週） 

 

2 年度 志望科 

（20 週） 
交流科 
(４週) 

地域 
(４週) 

外科 
(４週) 

精神科 
(４週) 選択（12 週） 

 （2 年次のローテーションは順不同） 

※1 救急部門の研修については原則以下の通りとする。 
・ 1 年次に救急科を 8 週研修し、救急科 12 週のうち 4 週を麻酔科での救急部門の研修と

する。 
※2 地域研修の施設について 

・ 専門診療（例：皮膚科、脳外科、精神科など）に特化する施設においても一般外来

研修としての到達目標が達成できる研修内容を行う。それらの施設において地域

包括医療や外科的疾患と合わせて、一般的な疾患の診療にて研修できる施設であ

る。 

・ 地域研修にて一般外来研修を充足できない場合は、慶應義塾大学病院にて短期間

の一般外来研修（内科（総合診療科を含む）・小児科・外科など）ができるように

調整する。 

・ 地域研修期間中の月～土（14:30 までの勤務時間）のうち 1～数日の在宅研修を行う。 

 志望科（1 年次）は、小児科志望者は小児科で、産婦人科志望者は産婦人科で研修を行う。 
 志望科（2 年次）は、小児科志望者は小児科・NICU・小児外科で、産婦人科志望者は産婦人

科で研修を行う。 
 交流科は、小児科志望者は産科または産婦人科で、産婦人科医志望者は小児科（NICU）で

研修を行う。 
 一般外来の研修を行う診療科は、内科（総合診療科を含む）、小児科（慶應義塾大学病院

でのみ）、外科および地域医療でも行う。（4 週以上） 
 「小児科医・産婦人科医育成コース」は小児科医・産婦人科医を目指す人のためのコースで

あるが，臨床研修修了後に他の診療科に進むことも許容される 
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＜プログラム指導者と連携施設＞ 

① プログラム指導者 

  研修管理委員会委員長 慶應義塾大学病院長           北川 雄光 

  責 任 者 卒後臨床研修センター長              平形 道人 

 

  地域‐大学循環コース責任者 卒後臨床研修センター センター員 佐渡 充洋 

副責任者     オブザーバー      藤島 清太郎 

            副責任者     同センター員      堀 周太郎 

            副責任者     同センター員      増田 祐也 

            副責任者     同センター員      平橋 淳一 

 

  大学一貫コース責任者   卒後臨床研修センター 副センター長 堀口 崇 

        副責任者        同副センター長      本間 康一郎 

        副責任者        同センター員       荒井 隆秀 

        副責任者        同センター員       神田 武志 

 

  小児科医・産婦人科医育成プログラム責任者  

卒後臨床研修センター 副センター長 内田 浩 

        副責任者        同センター員       森田 久美子 

 

② 基幹型相当大学病院：慶應義塾大学病院 

③ 協力型臨床研修病院：「協力型臨床研修病院一覧」を参照 

 

 

＜プログラムの管理運営＞ 

 本プログラムの最高責任者は慶應義塾大学病院長であるが，実際の運営は卒後臨床研修

センターが行う。卒後臨床研修センターは各科指導医および協力型臨床研修病院と緊密な

連絡をとってプログラムの運営にあたる。慶應義塾大学における指導医については各科頁

参照。 

 

[慶應義塾大学病院卒後臨床研修センターの構成] 

  センター長  ：  平形 道人   （医学教育統轄センター 教授） 

  副センター長：  堀口 崇    （脳神経外科学     専任講師） 

           内田 浩    （産婦人科学      専任講師） 

           本間 康一郎  （救急医学       専任講師） 

  センター員：    森田 久美子   （小児科学       助教） 

           木実谷 貴久     （小児科学       助教） 

           堀 周太郎   （外科学（医学教育統轄センター 助教） 

           増田 祐也   （麻酔学       助教） 

           神田 武志   （内科学        専任講師） 

           佐渡 充洋   （精神・神経科学    専任講師） 

           名越 慈人   （整形外科学      専任講師） 

平橋 淳一   （総合診療教育センター 専任講師） 

           荒井 隆秀   （内科学        特任講師） 

           角田 和之   （歯科・口腔外科学   専任講師） 

  オブザーバー：  藤島 清太郎  （総合診療教育センター 准教授） 

  事務員：岡本純一，鈴木奈奈，北村悦子，加藤航平，小林あまね 
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① 教育講演プログラム 

年間を通じて，週に一回下記のような教育講演（ランチョンセミナー）を行う。また，

適宜実習を行う。 

<ランチョンセミナー> 

タイトル 担  当 

ランチョンセミナーの歩き方 卒後臨床研修センター 

個人情報取り扱い 総務課 

指示簿の書きかたのコツ リウマチ・膠原病内科 

病理検体の提出法と報告書の読み方 病理診断部 

輸液の原則 医学教育統轄センター 

実践的な症例呈示のしかた リウマチ・膠原病内科 

研修医による症例呈示・レクチャー 救急科 

総合アレルギー診療 ー木を見て、森も見るー アレルギーセンター 

臨床検査との付き合いかた 臨床検査科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】 

精神科の実践的な考えかた・対応 
精神・神経科 

保険診療と DPC について 呼吸器内科 

救急診療で必要な CT 読影のＡＢＣ 放射線診断科 

全身麻酔・局所麻酔のポイント 麻酔科 

抗菌薬、正しく使えていますか 臨床検査科 

研修医による症例呈示・レクチャー 総合診療科 

胸部単純Ｘ線と呼吸器内科診療 呼吸器内科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】腹痛の診療 消化器内科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】皮膚疾患の診かた 皮膚科 

循環器救急疾患への初期対応 救急科 

意識障害・けいれんの診かた 神経内科 

産婦人科救急～知っておきたい婦人科疾患 産婦人科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】鼻出血への対応、気道緊急 耳鼻咽喉科 

緊急内視鏡の適応と実際 内視鏡センター 

ワクチン 感染症学 

低 Na 血症アップデート 医学教育統轄センター 

研修医による症例呈示・レクチャー 皮膚科 

M&M（Morbidity and Mortality）カンファ レンス 循環器内科 
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【どの診療科へ進んでも役に立つ】整形外科疾患の診かた 救急科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】呼吸困難の診かた 呼吸器内科 

研修医による症例呈示・レクチャー 小児科 

産科救急 産婦人科 

実際にあった 

インシデント・アクシデント 
卒後臨床研修センター 

セーフティーマネージャー 

酸素療法と人工呼吸器のイロハ 麻酔科 

精神科リエゾン依頼を判断するポイント－せん妄・抑うつ－ 精神・神経科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】眼科疾患の診かた 眼科 

研修医による症例呈示・レクチャー 腎臓内分泌代謝内科 

臨床遺伝学の基礎 臨床遺伝学センター 

M&M（Morbidity and Mortality）カンファ レンス 麻酔科 

研修医による症例呈示・レクチャー リハビリテーション科 

脳神経外科救急のピットフォール 脳神経外科 

創傷治癒、確定申告 一般・消化器外科 

M&M（Morbidity and Mortality）カンファ レンス 一般・消化器外科 

【どの診療科へ進んでも役に立つ】漢方医学 漢方医学センター 

症例から学ぶ緩和ケア 緩和ケアセンター 

研修医のフィードバックセッション 内科研修医担当主任（総括） 

2020 年度 実施予定 
 

<２×２カンファレンス> 

 背 景 

・ 慶應義塾大学病院においては、専門性の高いレベルでのカンファレンスや教育回診は

幅広く行われているものの、初期・後期研修医の段階での総合診療的な教育が不十分

である。 

 目 的 

・ 日々の臨床の実践の場において、研修医や専修医が持った疑問について、自分で文献

を調べ解決する能力を養う。 

・ 「自分が疑問に思うことはみんなが疑問に思っている」の精神にのっとり、自分の持

った疑問と調べた結果をお互いシェアしながら、よりよい臨床の実践について議論す

る。 

 対象 と 参加方法 

・ 対象は、内科後期研修医と、初期研修医全員 

・ 担当者は 2 ヶ月前までにチューターに連絡を取り、症例検討形式でプレゼンテーションを

行う 

・ 担当でない回は、カンファレンスの時間に集まり、その場で積極的にディスカッションす

る 

<実習> 

・ ACLS     ・ BLS 



 8 

・ 採血・静脈ライン確保   ・ 導尿および前立腺触診 

・ 眼底検査     ・ 心電図 

・ 血液型判定・交差適合試験   ・ 点滴調剤実習 

・ ジャクソンリース研修          ・ 感染症 

・ 医療安全                ・ ＣＶ講習会 

 

② 慶應義塾大学病院における当直体制（協力型臨床研修病院については各々の規程によ

る） 

研修医はチームの一員となって，指導医の監督の下、夜間救急外来診療にあたる。各科

の当直指導医はこれを指導する。当直研修時間は病棟の研修は実施しない。一晩に担当す

る患者数は 1 研修医あたりおよそ 10～15 名である。夜間に入院させた患者を各科でなるべ

く当該研修医に担当させるよう配慮する。この他にもローテーション科で必要に応じて臨

時夜間研修が行われることがある。当直の翌日は全休とする。当直指導医は夜間の当直研

修が円滑に行われるよう指導し，救急科指導医は当直終了時に当直カンファレンスを行う。 

 

③ 慶應義塾大学病院における一般外来業務（協力型病院については各々の規定による） 

一般外来の研修は主に内科（総合診療科を含む）、小児科、外科等となる。 

 

④ 教育内容 

内科・外科など複数の診療科からなる科においては，研修医に対しては専門知識を教え

るのではなく研修プログラムに記載する如く，共通する初期臨床研修を経験させることを

重視する。 

 

 

＜教育課程＞ 

 本プログラムによる初期臨床研修は，毎年 4 月 1 日から開始するものとし，研修期間は

2 年間とする。研修開始前にオリエンテーションとして，院内諸規程，施設設備の概要と利

用法などにつき説明を行う。また，初期臨床研修を円滑に行うため，基本的知識・技能・

精神を習得することを目的にワークショップを受講する。 

 

 

＜研修評価＞ 

 EPOC2 オンライン評価システム（E-POrtfolio of Clinical training）にて、自己評価、指導

医評価、看護部等の評価を行う。 
 

 

＜プログラム修了の認定＞ 

 2 年間の研修が修了した後に研修管理委員会において評価を行い，満足すべき研修を行

い得た者に対しては臨床研修修了証を交付する。 

 

 

＜プログラム修了後の進路＞ 

 初期臨床研修プログラムを修了したものは所定の手続きと選考試験により，後期臨床研

修プログラム（慶應義塾大学医学部専修医課程）に進むことができる。 

 

＜募集および選考方法＞ 

 募集時期：公募，6 月中旬から募集開始（歯科･口腔外科も同様） 
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 募集人数：地域‐大学循環コース：28 名，大学一貫コース：20 名，  
      小児科医・産婦人科医育成コース：4 名，（歯科･口腔外科は 8 名） 
 応募必要書類：応募申請書，履歴書，卒業（見込み）証明書，成績証明書，推薦状， 

        自己アピール，返信用封筒、他 

 選考方法：筆記試験，小論文，英文和訳，面接 

（歯科･口腔外科は筆記，英文読解，後日面接） 

 選考時期：第 1 回 7 月下旬，第 2 回 9 月上旬 
（歯科･口腔外科は１次：7 月上旬，2 次：8 月下旬） 

 研修期間：2021 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 

 ※応募者は必ずマッチングに参加すること。 

 

 

＜研修医の処遇＞ 

 慶應義塾大学病院 

①身分  常勤 

②給与  年額約 360 万円（当直手当を含む） 

   （歯科･口腔外科は年額約 240 万円。当直手当別） 

③社会保険等  組合健康保険，厚生年金，雇用保険，労災に加入 

④研修手当  時間外 有（ただし，年額 360 万円に含む） 

⑤基本的な勤務時間 8：30～16：30 
⑥休暇  有給休暇 有 
⑦宿舎  32 室限定 室料 22,000 円～61,200 円（月額） 

（医科および歯科で共有） 
⑧研修医室  有 
⑨健康診断  年 2 回実施 
⑩医師賠償責任保険 病院においても加入するが，個人においても必ず加入する 
⑪研修活動  学会・研究会への参加は可。ただし，費用は個人負担 
※なお，2 年間の初期臨床研修においてアルバイトは禁止とする。 
※協力型臨床研修病院における処遇については，各施設の規程による。 

 

 

＜日本医療機能評価機構＞ 

慶應義塾大学病院は、2017 年 11 月 10 日に公益財団法人日本医療機能評価機構による「病

院機能評価（3rdG：Ver.1.1・一般病院 2）」の認定を取得しました。（認定期間：2017 年 11
月 10 日～2022 年 11 月 9 日）医療連携関連や医療感染制御体制と情報収集・分析、臨床

検査関連、職員の能力開発などが高く評価されました。 
 

 

＜資料請求先＞ 

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 番地 

慶應義塾大学病院卒後臨床研修センター 
TEL 03-5363-3249 FAX 03-5363-3485 
http://www.med.keio.ac.jp/sotsugo/syoki/index.html 
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協 力 型 臨 床 研 修 病 院 一 覧 
 

1.福島県 

病 院 名 住   所 

太田綜合病院附属 

太田西ノ内病院 

963-8558 
 福島県郡山市西ノ内 2-5-20 
 TEL 024-925-1188 

 

2.茨城県 

病 院 名 住   所 

水戸赤十字病院 
310-0011 
 茨城県水戸市三の丸 3-12-48 
 TEL 029-221-5177 

独立行政法人国立病院機構 

茨城東病院 

319-1113 
茨城県那珂郡東海村照沼 825 

 TEL 029-282-1151 
 

3.栃木県 

病 院 名 住   所 

足利赤十字病院 
326-0808 
 栃木県足利市五十部町 284‐1 
 TEL 0284-21-0121 

那須赤十字病院 
324-8686 
 栃木県大田原市中田原 1081-4 
 TEL 0287-23-1122 

栃木県済生会宇都宮病院 
321-0974 
 栃木県宇都宮市竹林町 911-1 
 TEL 028-626-5500 

佐野厚生総合病院 
327-8511 
 栃木県佐野市堀米町 1728 
 TEL 0283-22-5222 

独立行政法人国立病院機構栃木医療

センター 

320-8580 
 栃木県宇都宮市中戸祭 1-10-37 
 TEL  028-622-5241 

 

4.群馬県 

病 院 名 住   所 

SUBARU 健康保険組合太田記念病院 
373-8585 
 群馬県太田市大島町 455-1 
 TEL 0276-22-6631 
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5.埼玉県 

病 院 名 住   所 

独立行政法人国立病院機構埼玉病院 
351-0102 
 埼玉県和光市諏訪 2-1 
 TEL 048-462-1101 

さいたま市立病院 
336-8522 
 埼玉県さいたま市緑区三室 2460 
 TEL 048-873-4111 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 

330-0074 
 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4-9-3 
 TEL 048-832-4951 

 

6.千葉県 

病 院 名 住   所 

国際医療福祉大学成田病院 
286-8686 
千葉県成田市公津の杜 4-3 

TEL 0476-20-7810 
 

7.東京都 

病 院 名 住   所 

東京大学医学部附属病院 
113-8655 
 東京都文京区本郷 7-3-1 
 TEL 03:3815-5411 

北里大学北里研究所病院 
108-8642 
 東京都港区白金 5-9-1 
 TEL 03-3444-6161 

練馬総合病院 
176-8530 
 東京都練馬区旭丘 2-41-1 
 TEL 03-3872-1001 

公益財団法人ﾗｲﾌ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所付

属永寿総合病院 

110-8645 
 東京都台東区東上野 2-23-16 
 TEL 03-3833-8381 

日野市立病院 
191-0062 
 東京都日野市多摩平 4-3-1 
 TEL 042-581-2677 

稲城市立病院 
206-0801 
 東京都稲城市大丸 1171 
 TEL 042-377-0831 

国家公務員共済組合 

連合会立川病院 

190-8531 
 東京都立川市錦町 4-2-22 
 TEL 042-523-3131 

荻窪病院 
167-0035 
 東京都杉並区今川 3-1-24 
 TEL 03-3399-1101 
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8.神奈川県 

病 院 名 住   所 

横浜市立市民病院 
240-8555 
 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町 56 
 TEL 045-331-1961 

川崎市立川崎病院 
210-0013 
 神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1 
 TEL 044-233-5521 

川崎市立井田病院 
210-0035 
 神奈川県川崎市中原区井田 2-27-1 
 TEL 044-766-2188 

平塚市民病院 
254-0065 
 神奈川県平塚市南原 1-19-1 
 TEL 0463-32-0015 

伊勢原協同病院 
259-1132 
 神奈川県伊勢原市田中 345 
 TEL 0463-94-2111 

日本鋼管病院 
210-0852 
 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1-2-1 
 TEL 044-333-5591 

済生会横浜市東部病院 
230-0012 
 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 3-6-1 
 TEL 045-576-3000 

湘南東部総合病院 
253-0083 
 神奈川県茅ヶ崎市西久保 500 
 TEL 0467-83-9111 

 

9.静岡県 

病 院 名 住   所 

独立行政法人国立病院機構静岡医療

センター 

411-8611 
 静岡県駿東郡清水町長沢 762-1 
 TEL 055-975-2000 

静岡市立清水病院 
424-8636 
 静岡県静岡市清水区宮加三 1231 
 TEL 0543-36-1111 

静岡赤十字病院 
420-0853 
 静岡県静岡市葵区追手町 8-2 
 TEL 054-254-4311 

浜松赤十字病院 
434-8533 
 静岡県浜松市浜北区小林 1088-1 
 TEL 053-401-1111 
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臨 床 研 修 協 力 施 設 一 覧 
 

○慶應義塾大学病院 

施 設 名 住   所 

社会福祉法人聖母会 聖母病院  
161-8521 
 東京都新宿区中落合 2-5-1 

                           TEL:03-3951-1111 

江戸川メディケア病院  
133-0071 
 東京都江戸川区東松本 2-14-12 

                           TEL:03-3657-1181 

ＪＡ新潟県厚生連 小千谷総合病院  
947-0028 
 新潟県小千谷市城内 4-1-38 

                          TEL:0258-83-2870 

公益財団法人脳血管研究所附属美原記念

病院  

372-0006 
 群馬県伊勢崎市太田町 366  

TEL:0270-24-3355 

野村皮膚科医院  
221-0825 
 神奈川県横浜市神奈川区反町 4-27-14 ﾁｬﾘｵﾀﾜｰ 2F 

                         TEL:045-328-1377 

医療法人社団三育会  新宿ヒロクリニッ

ク  

160-0023 
 東京都新宿区西新宿 3-3-11 杉本ﾋﾞﾙ 3F 

                          TEL:03-3951-1111 

医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック  
791-8056 
 愛媛県松山市別府町 444-1 

                         TEL 089-911-6333 

医療法人ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所  
797-0111 
 愛媛県西予市明浜町俵津 3-228 

                         TEL 0894-65-0026 

医療法人明医研 ハーモニークリニック  
336-0918 
 埼玉県さいたま市緑区 3-16-6 

                        TEL 048-875-7888 

医療法人慶聰会 矢澤クリニック北本  
364-0006 
 埼玉県北本市北本 1-107 江利川ﾋﾞﾙ 1 階  
                         TEL 050-3786-8788 

医療法人慶聰会  矢澤クリニック渋谷  
151-0065 

東京都渋谷区大山町 18-23-102 
                        TEL 050-3786-8788 

赤坂慶友クリニック  
107-0052 

港区赤坂 9-6-30 ﾙｲマーブル乃木坂 109 
TEL 03-5772-1419 

医療法人社団友仁会 赤坂見附前田病院  107-0051 
港区元赤坂 1-1-5          TEL 03-3408-1136  

社会医療法人河北医療財団 天本病院  
206-0036 

東京都多摩市中沢 2-5-1    TEL 042-310-0333 
社会福祉法人太陽会  安房地域医療セン

ター  
294-0014 

千葉県館山市山本 1155 番地 TEL 0470-25-5111 

家田医院  166-0004 
杉並区阿佐谷南 1-32-23    TEL 03-3311-1087 
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施 設 名  住   所  

医療法人社団嵐川  大野中央病院  
272-0821 

市川市下貝塚 3-20-3        TEL 047-371-4708 

岡﨑クリニック  
131-0033 

 墨田区向島 5-24-7 櫻茶ヤビル１階  
TEL 03-36658-8082 

在宅療養支援クリニック かえでの風  
194-0011 

町田市木曽東 4-26-15 東京町田メディカル１階  
              TEL 042-789-5566 

医療法人社団ほっ きたなら駅上ほっと

クリニック  

274-0063 
船橋市習志野台３丁目１−１エキタきたなら 3F 

TEL 047-401-1707 

医療法人社団ファーストムーブメント 

木村メディカルクリニック  

153-0053 
目黒区五本木 3-25-15             

TEL 03-5773-6880 

医療法人社団京浜会 京浜病院  
143-0013 

大田区大森南 1-14-13             
TEL 03-3741-6721 

慶優クリニック  
167-0042 

杉並区西荻北 4-33-16             
TEL 03-5303-1188 

一般社団法人平和協会 駒沢病院  
154-0012 
  世田谷区駒沢 2-2-15        

TEL 03-3424-2515 

医療法人社団涓泉会 山王リハビリ・クリ

ニック  

145-0065 
大田区東雪谷 3-4-2               

TEL 03-5754-2672 

成仁病院  
121-8515 

足立区島根 3-2-1                
TEL 050-3734-5021 

医療法人社団 関野小児科内科クリニッ

ク  

257-0011 
秦野市尾尻 942-9         

TEL 0463-84-2580 

医療法人八重瀬会 同仁病院  
901-2133 
沖縄県浦添市城間 1-37-12          

 TEL 098-876-2212 

どこでもクリニック益子  
321-4225 
栃木県芳賀郡益子町長堤 574−1   

TEL 0285-81-5137 

都立大石森脳神経外科  
152-0023 

目黒区八雲 1-5-5-1F       TEL 03-3725-0177 

医療法人社団桐心会 林クリニック  173-0037 
板橋区小茂根 4-28-14      TEL 03-3956-2090 

医療法人社団仁圭会  林外科病院  
160-0015 
東京都新宿区大京町 27      TEL 03-3357-3161 

医療法人篤仁会 富士病院  
960-0811 

福島県福島市大波熊野山１ TEL 024-588-1011 

医療法人社団 丸山クリニック  257-0001 
  神奈川県鶴巻北 2-2-25  TEL 0463-77-8788 
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施 設 名  住   所  

悠翔会在宅クリニック柏  
277-0843 

千葉県柏市明原 4-10-12    TEL 04-7141-0610 

悠翔会在宅クリニック金町  125-0042 
東京都葛飾区金町 5-24-18   TEL 03-5648-8336 

悠翔会在宅クリニック川口  
333-0861 

埼玉県川口市柳崎 4-8-33    TEL 048-264-1600 

悠翔会在宅クリニック川崎  
210-0851 

神奈川県川崎市川崎区浜町 4-6-19   
TEL 044-329-0606 

悠翔会在宅クリニック越谷  
343-0845 

埼玉県越谷市南越谷 4-13-20 2F    
TEL 048-971-7717 

悠翔会在宅クリニック品川  
140-0014 
東京都品川区大井 4-4-6 クリスタルビル３F 

TEL 03-6429-8130 

悠翔会在宅クリニック渋谷  151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-43-2 ２F 
TEL 03-6407-9991 

悠翔会在宅クリニック墨田  131-0042 東京都墨田区東墨田 2-15-2  
TEL 03-6657-5290 

悠翔会くらしケアクリニック練馬  176-0003 東京都練馬区羽沢 1-22-11 
TEL 03-6914-8096 

悠翔会在宅クリニック早稲田  169-0071 東京都新宿区戸塚町 1-102-14 
TEL 03-3200-8336 

医療法人財団はるたか会 子ども在宅ク

リニックあおぞら診療所墨田  
130-0005 東京都墨田区東駒形１丁目３−１５  

TEL 03-6658-8792 

かみさぎキッズクリニック  165-0031 東京都中野区上鷺宮３丁目８−１４  
TEL 03-3577-8400 

医療法人社団淳友会 わたクリニック  124-0012 東京都葛飾区立石 6-8-1     
TEL 03-6662-8514 

小泉小児クリニック  
245-0061 
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢 8-5-5   

TEL 045-871-5566 

加藤こどもクリニック  
347-0068 
 埼玉県加須市大門町 6-34      

TEL 0480-61-0304 

平戸市民病院  
859-5393 

長崎県平戸市草積町 1125-12    
TEL 0950-20-3006 

社会医療法人青洲会 青州会病院 
859-4825 

長崎県平戸市田平町山内免 612-4   
TEL 0950-57-2152 

医療法人医理会 柿添病院 
859-5152 
 長崎県平戸市鏡川町 278      

TEL 0950-23-2151 

平戸市立生月病院 
859-5704 

長崎県平戸市生月町山田免 2965   
TEL 0950-53-2155 

東京歯科大学市川総合病院  272-8513 
 千葉県市川市菅野 5-11-13  TEL 047-322-0151 
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施 設 名  住   所  

東京ベイ・浦安市川医療センター  
279-0001 
 千葉県浦安市当代島 3-4-32 TEL 047-351-3101 

荘病院  173-0004 
 東京都板橋区板橋 1-41-14  TEL 03-3963-0551 

大泉病院  
178-0061 
 東京都練馬区大泉学園 6-9-1 TEL:03-3924-2111 

桜ヶ丘記念病院  206 0021 
 東京都多摩市連光寺 1-1-1   TEL: 042-375-6311 

精神医学研究所附属東京武蔵野病院  
173-0037 
 東京都板橋区小茂根 4-11-11  TEL:03-5986-3111 

駒木野病院  
193-8505 
 東京都八王子市裏高尾町 273 TEL:042-663-2222 

独立行政法人国立病院機構  久里浜医療

センター  
239-0841 
 神奈川県横須賀市野比 5-3-1  TEL:046-848-1550 

医療法人安積保養園附属あさかホスピタル  
963-0198 
 福島県郡山市安積町笹川町字経坦 45 

             TEL 024-945-1701 

医療法人群馬会 群馬病院  370-3516 
 群馬県高崎市稲荷台町 136 TEL 027-373-2251 

公益財団法人 井之頭病院  
181-8531 
 東京都三鷹市上連雀 4-14-1 TEL 0422-44-5331 

島田療育センター  206-0036 
 東京都多摩市中沢 1-31-1  TEL:0423-74-2071 

東京都立小児総合医療センター  
183-8561 
 東京都府中市武蔵台 2-8-29 TEL:042-300-5111 

二葉乳児院  
160-0012 
 東京都新宿区南元町 4   TEL:03-3359-4578 

 

○那須赤十字病院 

施 設 名 住   所 

室井病院 
324-0042 
 栃木県大田原市末広 1-2-5 TEL:0287-23-6622 
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○栃木県済生会宇都宮病院 

施 設 名 住   所 

皆藤病院 
321-0985 
 栃木県宇都宮市東町 22 TEL:028-661-3261 

医療法人慈啓会 つるた Family クリニック 
321-0857 
 栃木県宇都宮市鶴田 1-17-23 TEL:028-643-0870 

医療法人社団恵香会 桜井消化器・内科 
321-0073 
 栃木県宇都宮市細谷 1-7-38 TEL:028-661-3261 

医療法人社団恵香会 かんけクリニック 
321-0945 
 栃木県宇都宮市宿郷 2-8-5 TEL:028-633-6201 

医療法人社団恵香会 大野クリニック 
321-0954 
 栃木県宇都宮市元今泉 4-2-15 TEL:028-639-1188 

宇都宮市保健所 
321-0974 
 栃木県宇都宮市竹町 972 TEL:028-626-1102 

特定医療法人アガペ会 北中城若松病院 
901-2395 
 沖縄県北中城村大字大城 311 TEL:098-935-2277 

 

○独立行政法人国立病院機構埼玉病院 

施 設 名 住   所 

勝海外科医院 
351-0015 
 埼玉県和光市新倉 1-11-1 TEL:048-464-2685 

 

 

○国際医療福祉大学成田病院 

施 設 名 住   所 

国際医療福祉大学市川病院  272-0827 
市川市国府台 6-1-14    TEL 047-375-1111 

 

○医療法人財団 荻窪病院 

施 設 名 住   所 

医療法人社団一陽会 陽和病院 
178-0062 
東京都練馬区大泉町 2 丁目 17-1  TEL:03-3923-0221 

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病

院 

151-0071 
東京都渋谷区本町 3 丁目 53-3  TEL:03-5365-8500 

医療法人徳州会徳之島徳州会病院 
891-7101 
鹿児島県大島郡徳之島町亀津 7554  TEL: 0997-83-2131 

一般社団法人衛生文化協会 城西病院 
167-0043  
東京都杉並区上荻２丁目４２−１１ TEL: 03-3390-4166 

東京海道病院 
198-0025  
東京都青梅市末広町１丁目４−５ TEL: 0428-32-0111 
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○稲城市立病院 

施 設 名 住   所 

医療法人球陽会 海邦病院 
901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 2-23-5  

TEL:098-898-2111 

 

○国家公務員共済組合連合会立川病院 

施 設 名 住   所 

新田クリニック 
186-0005 
 東京都国立市西 2-26-29              TEL:042-574-3355 

医療法人社団在和会 立川在宅ケアクリニック 
190-0002 東京都立川市幸町５丁目７１−１６  

TEL: 042-534-6964 

 

○横浜市立市民病院 

施 設 名 住   所 

松前町立松前病院 
049-1593 
北海道松前郡松前町大磯 174-1  TEL:0139-42-2515 

 

○平塚市民病院 

施 設 名 住   所 

医療法人研水会 平塚病院 
254-0915 
 神奈川県平塚市出縄 476 TEL:0463-32-0380 

医療法人救友会 湘南真田クリニック 
259-1206 
 神奈川県平塚市真田 2-6-27 TEL:0463-50-3400 

 

○独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 

施 設 名 住   所 

医療法人社団静岡健生会 三島共立病院 
411-0817 
 静岡県三島市八反畑 120-7 TEL:055-981-4700 

公益財団法人復康会 沼津中央病院 
410-0811 
 静岡県沼津市瀬町 24-1 TEL:055-931-4100 

一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 
410-8555  
沼津市松下七反田 902－6  TEL:055-952-1000 

 

○静岡市立清水病院 

施 設 名 住   所 

清水駿府病院 
424-0922 
 静岡県清水区日立町 17-8 TEL:054-334-2424 

清水両河内診療所 
424-0403 
 静岡県静岡市清水区和田島 693-1  054-343-2388 

 

 

 

https://maps.google.co.jp/maps?q=35.1098756,138.4791266&hl=ja
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○静岡赤十字病院 

施 設 名 住   所 

医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 
410-3514 
 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 138-2 TEL:0558-52-2366 

医療法人社団泰平会 城西神経内科クリニック 
420-0061 
 静岡県静岡市葵区新富町 5-7-6 TEL:054-257-7000 

静岡県立こども病院 
420-8660 
 静岡県静岡市葵区漆山 860 TEL:054-247-6251 

静岡県立こころの医療センター 
420-0949 
 静岡県静岡市葵区与一 4-1-1 TEL:054-271-1135 

 

○浜松赤十字病院 

施 設 名 住   所 

医療法人社団澤記念会 神経科浜松病院 
432-8013 
 浜松市中区広沢二丁目５６番１号 TEL: 053-454-5361 
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慶應義塾大学病院 指導医一覧 

臨床研修指導医（指導医）等の氏名等            病院施設番号：０３０２１４ 

担当分野 氏名 所属 役職 

内科 平形  道人 医学教育統轄センター                                                                                                     教授                                               

内科 門川  俊明 医学教育統轄センター                                                                                                     教授（有期・医学部）                               

病理診断科 山ノ井  一裕 病理学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

内科 福永  興壱 内科学（呼吸器）                                                                                                         准教授                                             

内科 石井  誠 内科学（呼吸器）                                                                                                         専任講師                                           

内科 安田  浩之 内科学（呼吸器）                                                                                                         専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 川田  一郎 内科学（呼吸器）                                                                                                         専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 加畑  宏樹 内科学（呼吸器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

内科 中鉢  正太郎 内科学（呼吸器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

内科 鎌田  浩史 内科学（呼吸器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

内科 佐野  元昭 内科学（循環器）                                                                                                         准教授                                             

内科 湯浅  慎介 内科学（循環器）                                                                                                         専任講師                                           

内科 香坂  俊 内科学（循環器）                                                                                                         専任講師                                           

内科 中本  伸宏 内科学（消化器）                                                                                                         准教授                                             

内科 岩崎  栄典 内科学（消化器）                                                                                                         専任講師                                           

内科 正岡  建洋 内科学（消化器）                                                                                                         専任講師                                           

内科 谷木  信仁 内科学（消化器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

内科 南木  康作 内科学（消化器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

内科 野  修 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             准教授                                             

内科 栗原  勲 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             専任講師                                           

内科 徳山  博文 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             専任講師                                           

内科 税所  芳史 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 神田  武志 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 入江  潤一郎 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 林  香 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             助教（有期・医学部）                               

内科 横田  健一 内科学（腎臓・内分泌・代謝）                                                                                             助教（有期・医学部）                               

内科 中原  仁 内科学（神経）                                                                                                           教授                                               

内科 鈴木  重明 内科学（神経）                                                                                                           専任講師                                           

内科 伊東  大介 内科学（神経）                                                                                                           専任講師                                           
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担当分野 氏名 所属 役職 

内科 柴田  護 内科学（神経）                                                                                                           専任講師                                           

内科 伊澤  良兼 内科学（神経）                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 關  守信 内科学（神経）                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 吉崎  崇仁 内科学（神経）                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 南  和志 内科学（神経）                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

内科 森  毅彦 内科学（血液）                                                                                                           准教授                                             

内科 清水  隆之 内科学（血液）                                                                                                           専任講師                                           

内科 櫻井  政寿 内科学（血液）                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 加藤  淳 内科学（血液）                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 甲田  也 内科学（血液）                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

内科 菊池  拓 内科学（血液）                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

内科 金子  祐子 内科学（リウマチ・膠原病）                                                                                               准教授                                             

内科 大友  耕太郎 内科学（リウマチ・膠原病）                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 鈴木  勝也 内科学（リウマチ・膠原病）                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 仁科  直 内科学（リウマチ・膠原病）                                                                                               助教（有期・医学部）                               

内科 菊池  潤 内科学（リウマチ・膠原病）                                                                                               助教（有期・医学部）                               

外科 北川  雄光 外科学（一般・消化器）                                                                                                   教授                                               

外科 川久保  博文 外科学（一般・消化器）                                                                                                   准教授                                             

外科 篠田  昌宏 外科学（一般・消化器）                                                                                                   准教授                                             

外科 尾原  秀明 外科学（一般・消化器）                                                                                                   准教授                                             

外科 八木  洋 外科学（一般・消化器）                                                                                                   専任講師                                           

外科 和田  則仁 外科学（一般・消化器）                                                                                                   専任講師                                           

外科 松田  諭 外科学（一般・消化器）                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

外科 加藤  源俊 外科学（小児）                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

外科 藤村  匠 外科学（小児）                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

外科 志水  秀行 外科学（心臓血管）                                                                                                       教授                                               

外科 伊藤  努 外科学（心臓血管）                                                                                                       准教授                                             

外科 木村  成卓 外科学（心臓血管）                                                                                                       専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

外科 山﨑  真敬 外科学（心臓血管）                                                                                                       専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

外科 髙橋  辰郎 外科学（心臓血管）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               
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担当分野 氏名 所属 役職 

外科 菱田  智之 外科学（呼吸器）                                                                                                         准教授                                             

外科 政井  恭兵 外科学（呼吸器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

外科 加勢田  馨 外科学（呼吸器）                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

脳外 戸田  正博 脳神経外科学                                                                                                             准教授                                             

脳外 佐々木  光 脳神経外科学                                                                                                             専任講師                                           

脳外 堀口  崇 脳神経外科学                                                                                                             専任講師                                           

脳外 秋山  武紀 脳神経外科学                                                                                                             専任講師（学部内）                                 

脳外 高橋  里史 脳神経外科学                                                                                                             専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

脳外 三輪  点 脳神経外科学                                                                                                             専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

麻酔科 橋口  さおり 麻酔学                                                                                                                   准教授                                             

麻酔科 山田  高成 麻酔学                                                                                                                   専任講師                                           

麻酔科 小杉  志都子 麻酔学                                                                                                                   専任講師                                           

麻酔科 南嶋  しづか 麻酔学                                                                                                                   専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

麻酔科 増田  祐也 麻酔学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

麻酔科 五十嵐  達 麻酔学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

麻酔科 加藤  純悟 麻酔学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

麻酔科 長田  大雅 麻酔学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

麻酔科 櫻井  裕教 麻酔学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

整形外科 中村  雅也 整形外科学                                                                                                               教授                                               

整形外科 松本  守雄 整形外科学                                                                                                               教授                                               

整形外科 二木  康夫 整形外科学                                                                                                               准教授                                             

整形外科 藤田  順之 整形外科学                                                                                                               専任講師                                           

整形外科 岩本  卓士 整形外科学                                                                                                               専任講師                                           

整形外科 原藤  健吾 整形外科学                                                                                                               専任講師                                           

整形外科 金治  有彦 整形外科学                                                                                                               専任講師                                           

整形外科 小林  秀 整形外科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

整形外科 
中山  タラント 

ロバート 
整形外科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

形成外科 矢澤  真樹 形成外科学                                                                                                               専任講師                                           

形成外科 坂本  好昭 形成外科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

形成外科 岡部  圭介 形成外科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 
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担当分野 氏名 所属 役職 

形成外科 荒牧  典子 形成外科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

形成外科 加藤  達也 形成外科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

形成外科 酒井  成貴 形成外科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

小児科 飛彈  麻里子 小児科学                                                                                                                 准教授                                             

小児科 石井  智弘 小児科学                                                                                                                 准教授                                             

小児科 武内  俊樹 小児科学                                                                                                                 専任講師                                           

小児科 古道  一樹 小児科学                                                                                                                 専任講師                                           

小児科 新庄  正宜 小児科学                                                                                                                 専任講師                                           

小児科 嶋田  博之 小児科学                                                                                                                 専任講師                                           

小児科 肥沼  悟郎 小児科学                                                                                                                 助教                                               

小児科 山岸  敬幸 小児科学                                                                                                                 教授（有期・医学部）                               

小児科 長谷川  奉延 小児科学                                                                                                                 教授（有期・医学部）                               

小児科 冨田  健太朗 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

小児科 森田  久美子 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

小児科 嶋  晴子 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

小児科 香取  奈穂 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

小児科 有光  威志 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

小児科 鴇田  夏子 小児科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

産婦人科 春日  義史 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 池ノ上  学 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 上條  慎太郎 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 内田  明花 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 西尾  浩 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 小林  佑介 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 佐藤  卓 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 仲村  勝 産婦人科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

産婦人科 田中  守 産婦人科学（産科）                                                                                                       教授                                               

産婦人科 丸山  哲夫 産婦人科学（産科）                                                                                                       准教授                                             

産婦人科 末岡  浩 産婦人科学（産科）                                                                                                       准教授                                             

産婦人科 山田  満稔 産婦人科学（産科）                                                                                                       専任講師                                           
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担当分野 氏名 所属 役職 

産婦人科 落合  大吾 産婦人科学（産科）                                                                                                       専任講師                                           

産婦人科 内田  浩 産婦人科学（産科）                                                                                                       専任講師                                           

産婦人科 浜谷  敏生 産婦人科学（産科）                                                                                                       専任講師                                           

産婦人科 宮越  敬 産婦人科学（産科）                                                                                                       専任講師                                           

産婦人科 青木  大輔 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     教授                                               

産婦人科 阪埜  浩司 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     准教授                                             

産婦人科 山上  亘 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     専任講師                                           

産婦人科 森定  徹 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     専任講師                                           

産婦人科 岩田  卓 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     専任講師                                           

産婦人科 冨永  英一郎 産婦人科学（婦人科）                                                                                                     専任講師                                           

眼科 榛村  重人 眼科学                                                                                                                   准教授                                             

眼科 結城  賢弥 眼科学                                                                                                                   専任講師                                           

眼科 内野  裕一 眼科学                                                                                                                   専任講師                                           

眼科 永井  紀博 眼科学                                                                                                                   専任講師                                           

眼科 小澤  洋子 眼科学                                                                                                                   専任講師                                           

眼科 篠田  肇 眼科学                                                                                                                   専任講師（学部内）                                 

眼科 芝  大介 眼科学                                                                                                                   助教                                               

眼科 根岸  一乃 眼科学                                                                                                                   教授（有期・医学部）                               

眼科 鳥居  秀成 眼科学                                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

皮膚科 天谷  雅行 皮膚科学                                                                                                                 教授                                               

皮膚科 谷川  瑛子 皮膚科学                                                                                                                 准教授                                             

皮膚科 山上  淳 皮膚科学                                                                                                                 専任講師                                           

皮膚科 舩越  建 皮膚科学                                                                                                                 専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

皮膚科 高橋  勇人 皮膚科学                                                                                                                 専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

皮膚科 齋藤  昌孝 皮膚科学                                                                                                                 専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

皮膚科 大内  健嗣 皮膚科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

皮膚科 種瀬  啓士 皮膚科学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

泌尿器科 大家  基嗣 泌尿器科学                                                                                                               教授                                               

泌尿器科 浅沼  宏 泌尿器科学                                                                                                               准教授                                             

泌尿器科 水野  隆一 泌尿器科学                                                                                                               専任講師                                           
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担当分野 氏名 所属 役職 

泌尿器科 小坂  威雄 泌尿器科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

泌尿器科 篠島  利明 泌尿器科学                                                                                                               専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

泌尿器科 田中  伸之 泌尿器科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

泌尿器科 武田  利和 泌尿器科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

泌尿器科 松本  一宏 泌尿器科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

泌尿器科 森田  伸也 泌尿器科学                                                                                                               助教（有期・医学部）                               

耳鼻咽喉科 國弘  幸伸 耳鼻咽喉科学                                                                                                             准教授                                             

耳鼻咽喉科 神崎  晶 耳鼻咽喉科学                                                                                                             専任講師                                           

耳鼻咽喉科 中村  伸太郎 耳鼻咽喉科学                                                                                                             助教（有期・医学部）                               

耳鼻咽喉科 関水  真理子 耳鼻咽喉科学                                                                                                             助教（有期・医学部）                               

耳鼻咽喉科 矢部  はる奈 耳鼻咽喉科学                                                                                                             助教（有期・医学部）                               

精神・神経科 山縣  文 精神・神経科学                                                                                                           専任講師                                           

精神・神経科 岸本  泰士郎 精神・神経科学                                                                                                           専任講師                                           

精神・神経科 内田  裕之 精神・神経科学                                                                                                           専任講師                                           

精神・神経科 田渕  肇 精神・神経科学                                                                                                           専任講師                                           

精神・神経科 佐渡  充洋 精神・神経科学                                                                                                           専任講師（学部内）                                 

精神・神経科 新村  秀人 精神・神経科学                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

精神・神経科 前田  貴記 精神・神経科学                                                                                                           専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

精神・神経科 平野  仁一 精神・神経科学                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

精神・神経科 竹内  啓善 精神・神経科学                                                                                                           助教（有期・医学部）                               

放射線科 茂松  直之 放射線科学（治療）                                                                                                       教授                                               

放射線科 大橋  俊夫 放射線科学（治療）                                                                                                       准教授                                             

放射線科 深田  淳一 放射線科学（治療）                                                                                                       専任講師                                           

放射線科 白石  悠 放射線科学（治療）                                                                                                       専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

放射線科 田中  智樹 放射線科学（治療）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 小池  直義 放射線科学（治療）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 隈部  篤寛 放射線科学（治療）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 田  佳代 放射線科学（治療）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 陣崎  雅弘 放射線科学（診断）                                                                                                       教授                                               

放射線科 中原  理紀 放射線科学（診断）                                                                                                       准教授                                             
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担当分野 氏名 所属 役職 

放射線科 奥田  茂男 放射線科学（診断）                                                                                                       准教授                                             

放射線科 井上  政則 放射線科学（診断）                                                                                                       専任講師                                           

放射線科 藤原  広和 放射線科学（診断）                                                                                                       専任講師                                           

放射線科 中塚  誠之 放射線科学（診断）                                                                                                       専任講師                                           

放射線科 佐藤  真康 放射線科学（診断）                                                                                                       助教                                               

放射線科 岩渕  雄 放射線科学（診断）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 伊東  伸剛 放射線科学（診断）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 山田  祥岳 放射線科学（診断）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

放射線科 秋田  大宇 放射線科学（診断）                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

リハビリテーシ

ョン科 
川上  途行 リハビリテーション医学                                                                                                   専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

リハビリテーシ

ョン科 
村岡  香織 リハビリテーション医学                                                                                                   専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

リハビリテーシ

ョン科 
石川  愛子 リハビリテーション医学                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

救急科 佐々木  淳一 救急医学                                                                                                                 教授                                               

救急科 本間  康一郎 救急医学                                                                                                                 専任講師                                           

救急科 栗原  智宏 救急医学                                                                                                                 専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

救急科 多村  知剛 救急医学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

救急科 山元  良 救急医学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

救急科 吉澤  城 救急医学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

救急科 宇田川  和彦 救急医学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

救急科 上野  浩一 救急医学                                                                                                                 助教（有期・医学部）                               

臨床検査科 涌井  昌俊 臨床検査医学                                                                                                             専任講師                                           

臨床検査科 菊池  春人 臨床検査医学                                                                                                             専任講師                                           

臨床検査科 山澤  稚子 臨床検査医学                                                                                                             助教                                               

臨床検査科 三ツ橋  雄之 臨床検査医学                                                                                                             助教                                               

臨床検査科 武井  茂樹 臨床検査医学                                                                                                             助教                                               

臨床検査科 上蓑  義典 臨床検査医学                                                                                                             助教（有期・医学部）                               

病理診断科 三上  修治 医学部病理診断部                                                                                                         専任講師                                           

病理診断科 林  雄一郎 医学部病理診断部                                                                                                         助教                                               

病理診断科 川井田  みほ 医学部病理診断部                                                                                                         助教（有期・医学部）                               

病理診断科 辻川  華子 医学部病理診断部                                                                                                         助教（有期・医学部）                               
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担当分野 氏名 所属 役職 

臨床検査科 村田  光繁 医学部予防医療センター                                                                                                   専任講師（学部内）（有期・医学部）                 

内科 正木  克宜 医学部予防医療センター                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

内科 髙山  美智代 医学部予防医療センター                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

感染制御部 長谷川  直樹 医学部感染制御センター                                                                                                   教授（有期・医学部）                               

感染制御部 宇野  俊介 医学部感染制御センター                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

血液浄化透析セ

ンター 
吉田  理 医学部血液浄化・透析センター                                                                                             准教授                                             

血液浄化透析セ

ンター 
水口  斉 医学部血液浄化・透析センター                                                                                             助教（有期・医学部）                               

内科 福原  誠一郎 医学部内視鏡センター                                                                                                     助教（有期・医学部）                               

内科 髙林  馨 医学部内視鏡センター                                                                                                     助教（有期・医学部）                               

内科 浜本  康夫 医学部腫瘍センター                                                                                                       専任講師                                           

内科 池村  辰之介 医学部腫瘍センター                                                                                                       助教（有期・医学部）                               

スポーツ医学 佐藤  和毅 
医学部スポーツ医学総合セン

ター                                                                                           
教授（有期・医学部）                               

漢方医学 堀場  裕子 医学部漢方医学センター                                                                                                   助教（有期・医学部）                               

内科 新井  康通 医学部百寿総合研究センター                                                                                               専任講師（学部内）                                 

総合診療科 藤島  清太郎 医学部総合診療教育センター                                                                                               准教授                                             

総合診療科 平橋  淳一 医学部総合診療教育センター                                                                                               専任講師                                           
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慶應義塾大学病院臨床研修指導医養成ワークショップ 
 

 臨床研修指導医の養成および指導能力の一層の向上を図ることを目的として，平成 8 年から

毎年に 1 泊 2 日で開催。 
 
○ 第 1 回（平成 8 年 8 月 19 日～20 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：17 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名 
 
○ 第 2 回（平成 9 年 8 月 19 日～20 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：18 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名 
 
○ 第 3 回（平成 10 年 8 月 17 日～18 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：17 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 3 名，コーディネーター1 名 
 
○ 第 4 回（平成 11 年 8 月 2 日～3 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：18 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名 
 
○ 第 5 回（平成 12 年 8 月 8 日～9 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：17 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名 
 
○ 第 6 回（平成 13 年 8 月 7 日～8 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：16 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名，東京ＳＰ研究

会 1 名 
 
○ 第 7 回（平成 14 年 8 月 7 日～8 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：25 名 
  スタッフ：ディレクター1 名，タスクフォース 2 名，コーディネーター1 名，東京ＳＰ研究

会 1 名 
 
○ 第 8 回（平成 15 年 7 月 30 日，31 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ） 
  参加者：51 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 9 名，東京ＳＰ研究会名 
 
○ 第 9 回（平成 16 年 7 月 28 日～29 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：44 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 6 名，東京ＳＰ研究会 1 名 
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○ 第 10 回（平成 17 年 8 月 3 日～4 日 於:セミナープラザ 東中野） 
  参加者：39 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 8 名，特別講師 1 名 
 
○ 第 11 回（平成 18 年 8 月 25 日～26 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：39 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名，特別講師 1 名 
 
○ 第 12 回（平成 19 年 8 月 10 日～11 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：39 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名，特別講師 1 名 
 
○ 第 13 回（平成 20 年 8 月 8 日～9 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：47 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 12 名，特別講師 1 名 
 
○ 第 14 回（平成 21 年 7 月 31 日～8 月 1 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：54 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名，特別講師 1 名 
 
○ 第 15 回（平成 22 年 7 月 30 日～7 月 31 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：46 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 12 名 
 
○ 第 16 回（平成 23 年 7 月 29 日～7 月 30 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 東中野） 
  参加者：38 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名 
 
○ 第 17 回（平成 24 年 8 月 10 日～8 月 11 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：48 名 
  スタッフ：ディレクター4 名，タスクフォース 13 名 
 
○ 第 18 回（平成 25 年 8 月 9 日～8 月 10 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：46 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 14 名 
 
○ 第 19 回（平成 26 年 8 月 8 日～8 月 9 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：49 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 12 名 
 
 



 30 

○ 第 20 回（平成 27 年 8 月 7 日～8 月 8 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：50 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名 
 
○ 第 21 回（平成 28 年 8 月 19 日～8 月 20 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：50 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 12 名 
 
○ 第 22 回（平成 29 年 8 月 4 日～8 月 5 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：48 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 13 名 
 
○ 第 23 回（2018 年 8 月 10 日～8 月 11 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：48 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 14 名 
 

○ 第 24 回（2019 年 8 月 2 日～8 月 3 日 於:セミナーハウス クロス・ウェーブ 府中） 
  参加者：42 名 
  スタッフ：ディレクター3 名，タスクフォース 11 名 
 

○ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大抑制対応のため開催中止 


