
慶應義塾⼤学内科専⾨研修プログラムを希望する先⽣⽅へ 
 
募集要項の書類に加えて、下記①-④の書類を提出してください。 
① 慶應義塾⼤学内科専⾨研修プログラム希望回答⽤紙 
② ⼩論⽂ 
③ 症例リスト (20 例) 
④ 患者病歴要約 (2 例) 
 
①-③の書類は印刷後、⼿書きで記⼊の上、提出ください。 
④に関しては Word で作成の上、印刷して提出ください。 
印刷⽤紙サイズ ①A4 ②A3 ③A4 ④A3 
 
【詳細説明】 
 
① 慶應義塾⼤学内科専⾨研修プログラム希望コース回答⽤紙 
・本アンケートは先⽣⽅の研修施設をできるだけ希望に沿った形で調整できるよう参考
資料として使⽤します。 
・全ての希望順位を含めた記⼊欄を必ず埋めてください。 
・シーリング対象外の東京都外の連携施設で２年間研修を⾏う専攻医を地域連携枠とし
て 10 名程度採択します。今回の調査を元に地域連携枠として採択する専攻医を選抜し、
地域連携枠として採択された専攻医のみ、出向 1 年⽬だけでなく、２年⽬に研修する施
設が決定します。他の専攻医に関しては、出向２年⽬で研修する施設の希望調査は改め
て出向１年⽬の研修中に⾏います。 
 
② ⼩論⽂課題 
近年、医師の働き⽅改⾰として、時間外労働の上限規制が適⽤となることが決まり、適
切な時間管理が求められている。⼀⽅、現在の医療は医師の⾃⼰犠牲のものに成り⽴つ
部分があり、医療需要が増加していく中で、医療の質の確保と維持が前提となる。これ
らを踏まえた上で、医師の働き⽅の適正化について、現状の問題点とその解決策につい
て考察し、800字以内で述べよ。 
 
③ 症例リスト (20例)  



所定の“専⾨医コース症例リスト”に記載して下さい。 
内科全分野(消化器、循環器、腎臓、内分泌・代謝、呼吸器、⾎液、神経、アレルギー・
膠原病、感染症)を含む必要はありませんが、幅広い分野を含むほうが望ましいです。 
 
④ 患者病歴要約 (2例)  
⾃由書式。1症例あたりA3版1枚。⾃⾝が主たる担当医師であった症例で、今後の内科
専⾨医認定に申請できそうな症例（※）が望ましいです。分野は問いません。希望する
専⾨診療内科の症例を記載していただいても結構です。 
※ ⽇本内科学会指導医が直接指導した症例であること、直接指導を⾏った⽇本内科学
会指導医が内科領域専⾨医としての経験症例とすることの承認が得られること、とされ
ています。（⽇本内科学会 初期研修の症例取扱いについて）を参考にしてください。 
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2017/10/point.pdf#page=5 
 
 



慶應義塾⼤学内科専⾨研修プログラム希望コース回答⽤紙 
 

（注意事項） 

・本アンケートは先⽣⽅の研修施設をできるだけ希望に沿った形で調整できるよう参考資

料として使⽤します。 

・全ての希望順位を含めた記⼊欄を必ず埋めてください。空欄がある場合はペナルティの

対象となる可能性があります。 

・シーリング対象外の東京都外の連携施設で２年間研修を⾏う専攻医を地域連携枠として

10 名程度採択します。今回の調査を元に地域連携枠として採択する専攻医を選抜し、地域

連携枠として採択された専攻医のみ、出向 1 年⽬だけでなく、２年⽬に研修する施設が決

定します。他の専攻医に関しては、出向２年⽬で研修する施設の希望調査は改めて出向１

年⽬の冬に⾏います。 

 

⽒名 （    ） 

 

＊⼊局診療科 

□呼吸器内科、□循環器内科、□消化器内科、□⾎液内科、□リウマチ膠原病内科、 

□神経内科、□腎臓内分泌代謝内科（腎）、□腎臓内分泌代謝内科（代謝） 

 

＊以下のいずれかのコースを選択ください 

□連携スタートコース (D3/4 連携施設, D5/D6 慶應) 

□慶應スタートコース (D3 慶應, D4/D5 連携施設, D6 慶應) 

 

＊出向１年⽬で研修を希望する病院を下記の中から選んでご記⼊ください。 

 

第１希望（                  ） 

第２希望（                  ） 

第３希望（                  ） 

第４希望（                  ） 

第５希望（                  ）      

 

＜出向１年⽬研修施設＞ 

済⽣会中央病院   国⽴病院機構東京医療センター 



川崎市⽴川崎病院  けいゆう病院 

横浜市⽴市⺠病院  さいたま市⽴病院 

東京⻭科⼤学市川総合病院 済⽣会宇都宮病院 

 

＊出向２年⽬で研修を希望する病院を下記の中から選んでご記⼊ください。 

 

第１希望（                  ） 

第２希望（                  ） 

第３希望（                  ） 

第４希望（                  ） 

第５希望（                  ） 

第６希望（                  ） 

第７希望（                  ） 

第 8 希望（                  ） 

第 9 希望（                  ） 

第 10 希望（                  ） 

 

＜出向２年⽬研修施設＞ 

⾜利⾚⼗字病院   ＪＣＨＯ埼⽟メディカルセンター 

佐野厚⽣病院   ⽇本鋼管病院 

川崎市⽴井⽥病院  練⾺総合病院 

済⽣会横浜市東部病院   荻窪病院   

平塚市⺠病院       河北総合病院 

国⽴病院機構 埼⽟病院   静岡⽇⾚病院 

東京都⽴⼤塚病院     国家公務員等共済連合会⽴川病院 

国際医療福祉⼤学三⽥病院 榊原記念病院 

永寿総合病院       北⾥研究所病院 

国⽴がんセンター東病院  ⽇野市⽴病院 

国際医療福祉⼤学成⽥病院 

  



2023 年度 慶應義塾大学医学部内科学教室 専修医採用試験 

小 論 文 解 答 用 紙 

受験番号 氏   名 

  

（注）答案は横書きとする。 
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慶應義塾大学病院内科専門研修プログラム　症例リスト
分野 : 腎臓 病院名 ○○病院 受持期間  平成27年 3月 5日～　27年 3月 19日

診療科 内科 性別・年齢 男　・　56歳

例 診断名 #1　糖尿病性腎症 #2　腎性貧血
#3　二次性副甲状腺機能亢進症 #4　心房細動

提出サマリー① 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 1 診断名 #1 #2

#3 #4

提出サマリー② 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 2 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 3 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 4 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 5 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 6 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 7 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 8 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 9 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間  年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 10 診断名 #1 #2

#3 #4



分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 11 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 12 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 13 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 14 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 15 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 16 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 17 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 18 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 19 診断名 #1 #2

#3 #4

分野 : 病院名 受持期間 　　    年　 月 　 日～　　年　　月　　日

診療科 性別・年齢

No. 20 診断名 #1 #2

#3 #4
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