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（写真の提供：信州・長野県観光協会）

目指せ 総合医！ 来たれ 長野県！

「信州型総合医」養成プログラム
専門研修 3 年

＜信州型総合医養成プログラムの概要＞

現在検討されている「総合診療専門医」
（2017 年から養成開始予定）制度を見据えた基準とし、県独自の項目を付加しています。
①対象者：後期専門研修（３年）を受講しようとする全国の研修医

心 は きっと
寄 り 添 え る︒

②研修指導医：原則として学会認定指導医（専門医）
③研修科目：（必須）内科・小児科・救急
（選択）外科・整形外科・産婦人科等、希望する科目を選択可能。
④研修場所 ：自らの病院に限定せず、小規模病院や診療所（山間・へき地含む）
、介護施設等でも実施。海外、県外での研修も可能。
⑤県独自項目：症例カンファレンスの実施（チーム医療の推進）
、患者や家族とのコミュニケーションの実践（患者重視）
、介護ケアの研修（福祉
分野等との連携）。
⑥取得できる資格：将来的に「総合診療専門医」を目指す。当面は「家庭医療専門医」または「認定内科医」
。
⑦研修医の身分：プログラムを実施する病院で保証。

＜信州型総合医養成の概略図＞
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海外での研修も可能
ハワイ大学

【認定病院群と県との連携】
（信州型総合医養成病院連絡会）

○合同研修会の開催
○研修医交流会の開催
○指導医の養成

等

福島県立医科大学 医学部
地域・家庭医療学講座
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心で支え合う︒

オランダ地域医療
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必須

長野県では、地域で必要とされている総合医を積極的に養
成するため、県内医療機関が作成した総合医養成プログラム
を認定し、総合医を養成する取組みを始めました。

信州医師確保総合支援センター（長野県健康福祉部医師確保対策室内）
電話：026-235-7144（月〜金 8:30 〜 17:15） FAX：026-223-7106
ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/kenko/iryo/ishikakuho/sinsyugata.html
アドレス：doctor@pref.nagano.lg.jp
電話：0263-37-2548（火・水・金 9:00 〜 18:00）
長野県立病院機構分室
電話：026-246-5540（月〜金 9:00 〜 17:00）

長野県の平均寿命は、
男性、
女性とも全国1位です。

（
「H22 都道府県別生命表」厚生労働省）

幸福度 No.1 の県
県民生活に関する各指標の統計データを分析した
『日本でいちばんいい県 都道府県別幸福度ラン
キング』で、総合ランキング 1 位を獲得しました。
（H24 寺島実郎監修、一般財団法人日本総合研究所編 東洋経済新報社）

※研修内容は 12 病院のプログラムごとに異なりますので、詳細は直接病院にお問い合わせください。

信州大学医学部分室

健康長寿 日本一

長野県観光 PR キャラクター

「アルクマ」

www.nagano-tabi.net
さわやか信州 旅

検索

「信州型総合医」とは…
「健康長寿を支える地域保健医療活動をよく知り、患者の全身を幅広く診療で
きる医師」をいいます。地域とのつながりのなかで患者やその家族とのコミュ
ニケーションを大切にし、保健・医療・福祉の関係者と連携して活躍する医師
が「信州型総合医」です。

魅力あふれる豊かな自然
日本アルプスと呼ばれる 3000m 級の山々が
そびえる長野県は、「日本の屋根」と呼ばれて
おり、登山やスキーなどのレジャーが盛んです。

県が認定した「信州型総合医」を育成する 12 の病院
G 信大病院

Ａ 北信総合病院

Ｈ 相澤病院

信大・地域病院連携による信州型総合医養成プログラム

相澤病院信州型総合医養成プログラム

信州型総合医後期臨床研修プログラム

プログラムの特徴・ＰＲ

プログラムの特徴・ＰＲ

プログラムの特徴・ＰＲ

信大病院と地域病院が協力し、トータル
に患者を診て責任ある医療を提供するこ
とのできる医師の育成を行う。
志向する将来の専門領域の如何に関わら
ず、全人的に管理するための幅広い知識
と技能の習得を目標とする。

取得できる資格

日本内科学会認定内科医
各人の志向する専門領域の専門医を目指す
▽アクセス／

プログラム責任者
関口 健二

バス：松本バスターミナル（アリオ松本 1 階）1 番線から「信大横田循環線」にて
「信州大学前」下車（約 15 分）
車：松本 IC、安曇野 IC より約 20 分
▽病床数／ 707 床
▽指定内容／特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院、
高度救命救急センター等 23 指定
▽後期研修医数／平成 25 年度採用者

72 名

▽給与／ 1 年次（年額）3,120,000 円（週 4 日勤務、その他手当てあり）
▽募集人員／ 20 名程度

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1
0263-35-4600
http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

I 松本市立病院

信州型総合医養成プログラム

プログラムの特徴・ＰＲ

取得できる資格

日本内科学会認定内科医、将来的には現在検討さ
れている「総合診療専門医」の資格取得も目指す。
▽アクセス／

▽病床数／ 502 床
▽指定内容／国際的医療機能評価 JCI 認定病院、基幹型臨床研修病院
▽給与／ 1 年次（年額）5,760,000 円（その他賞与・手当あり）
当直手当・時間外手当・住宅手当・家族手当あり
▽募集人数／若干名

〒390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1
0263-33-8600（代表）
http://www.ai-hosp.or.jp

取得できる資格

プログラム責任者
高木 洋行

車：長野自動車道松本 IC より国道 158 号を高山・上高地方面へ約 8km
「波田小学校前」左折県道 25 号へ約 300ｍ
▽病床数／ 215 床（うち感染症病床 6６床）
▽指定内容／救急告示病院、日本医療機能評価機構 Ver6.0、臨床研修指定病院
▽後期研修医数／ 4 名
▽給与／ 1 年次（年額）約 5,844,000 円／年（その他賞与、各種手当あり）
▽募集人数／若干名

〒390-1401

長野県松本市波田 4417-180
0263-92-3027
http://www.hp-hata.com

K 諏訪中央病院

諏訪中央病院信州型総合医養成プログラム
プログラムの特徴・ＰＲ

プライマリ・ケア連合学会の家庭医療専
門医が取得できるプログラムです。現在
までに、当プログラムから 6 名の専門医
が誕生しています。将来的に第三者機関
の認定する総合診療専門医を育成する体
制を準備しています。
日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
日本内科学会認定内科医
日本在宅医学会在宅医療認定専門医

プログラム責任者
高木 宏明

▽アクセス／ JR 及び車の場合
JR：中央本線茅野駅より車で約 10 分
車：中央道諏訪 IC より約 20 分
▽病床数／ 360 床（一般病床 315 床、療養病床 45 床）
▽指定内容／日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療後期研修プログラム施設、
日本内科学会教育関連病院、在宅医学会研修プログラム施設、基幹型臨床研修病院
▽後期研修医数／現総合診療後期研修プログラムに 14 名在籍
（うち 7 名は兼ねて家庭医療後期研修プログラムに在籍）
▽給与／ 1 年次 ( 年額 ) 約 5,640,000 円（その他賞与・手当あり）
▽募集人数／若干名

〒391-8503

長野県茅野市玉川 4300 番地
0266-72-1000
http://www.suwachuo.jp/

奈良井

木曽福島

L

伊那

←名古屋

プログラム責任者
川合 博

長野県伊那市小四郎久保 1313 番地 1
0265-72-3121
http://www.inahp.jp/

K

他
5 名（大学のローテート含む）

▽給与／ 1 年次（年額） 約 5,700,000 円（その他賞与・手当てあり）
▽募集人員／ 2 名

〒383-8505

長野県中野市西一丁目 5 番 63 号
0269-22-2151
http://www.hokushin-hosp.jp/

軽井沢
小諸

F
小海

野辺山

Ｃ 須坂病院

▽後期研修医数／ 10 名
▽給与／ 1 年次（年額）約 7,300,000 円（その他賞与・諸手当あり）
▽募集人数／ 2 名

〒381-8551 長野県長野市富竹 1333-1
026-295-1199
http://www.hospital.nagano.nagano.jp/

D 長野赤十字病院
プログラムの特徴・ＰＲ

取得できる資格

取得できる資格

①県立病院機構５病院を中心に豊富な臨床の場
を提供します。
②プライマリ・ケア連合学会プログラムに準拠
し将来の総合診療専門医コースを提供しま
す。
③福島県立医大やハワイ大学との連携により研
修の幅が広がります。

プログラム責任者
上沢 修

▽アクセス／長野電鉄須坂駅から徒歩 10 分
▽病床数／
須坂病院 338 床、こころの医療センター駒ヶ根 129 床、阿南病院 85 床、
木曽病院 259 床、こども病院 200 床
▽指定内容／臨床研修指定病院、第一種感染症指定医療機関（代表として須坂病院）
▽後期研修医数／後期研修医数：1 人
▽給与／ 8,300,000 円（その他賞与、諸手当あり）正規職員
▽募集人数／最大 6 名

〒382-0091 長野県須坂市大字須坂 1332
（研修センター及び須坂病院所在地）
026-245-1650
http://www.pref-nagano-hosp.jp/kenshu/（研修センター）

内科系総合プラス救急 後期研修プログラム（3 年間）

飯田

▽病床数／ 400 床
▽指定内容／地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、臨床研修指定病院

長野県立病院機構信州型総合医養成プログラム
（総合診療専門医コース対応予定）
プログラムの特徴・ＰＲ

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
※将来的には「総合診療専門医」の資格取得を目指す。

総合診療医、家庭医、へき地診療などを
視野にいれながら内科医師として総合力
をつけ、1 次・2 次救急にも十分対応でき
るようにしたい研修医向けのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで
す。素晴らしい長野の環境の中で最高の
内科系総合医を目指しましょう。

取得できる資格

＊様々なタイプの総合医に対応：家庭医、病院
総合医
＊プライマリ・ケア診療部門が機能：総合診療
科、救命救急センター
＊地域医療の現場を体験 ( 連携施設 )：飯山赤十
字病院、北海道勤医協家庭医療センター系列
診療所
日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
日本内科学会認定内科医

プログラム責任者
金児 泰明

▽アクセス／長野駅よりバス 7 分、徒歩 30 分
車：長野インターもしくは須坂長野東インターから 20 分
▽病床数／ 700 床
▽指定内容／
地域医療支援病院、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、
地域がん診療連携拠点病院、基幹災害拠点病院 等
▽後期研修医数／ 20 名（平成 25 年 4 月）
▽給与／ 1 年次（年額）約 7,140,000 円（その他賞与・手当てあり）
▽募集人数／ 3 名

〒380-8582

長野県長野市若里 5 丁目 22 番 1 号
026-226-4131（代表）
http://www.nagano-med.jrc.or.jp/

F 佐久総合病院

地域医療部後期研修プログラム

医学的な問題だけでなく生活・社会背景
や地域風土を考慮し、幅広く総合的な視
点を養う。病院の中だけでなく、診療所
や在宅医療など様々な場を経験すること
ができる。院外の講師を招いた勉強会を
数多く開催している。

プログラム責任者
鈴木 貞博

▽アクセス／
JR 篠ノ井線（中央線）
、しなの鉄道篠ノ井駅下車 徒歩 15 分
上信越自動車道 更埴インター又は長野インターより車で 10 分
▽病床数／ 433 床
▽指定内容／
臨床研修指定病院、日本内科学会認定医制度専門医教育病院、
地域周産期母子医療センター
▽後期研修医数／ 9 名
▽給与／ 1 年次（年額）約 5,700,000 円（その他 賞与・諸手当あり）
▽募集人数／ 2 名

〒388-8004

信州型総合医養成プログラム

プログラムの特徴・ＰＲ

プログラムの特徴・ＰＲ

日本内科学会認定内科医
日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医

プログラム責任者
竹前 紀樹

（交通機関）JR 長野駅から長野電鉄に乗り換え、柳原駅から徒歩約 15 分
（車）須坂長野 IC から約 15 分

臨床研修指定病院、災害拠点病院、地域周産期母子医療センター、
日本内科学会認定教育病院
▽後期研修医数／後期研修医

取得できる資格

日本内科学会認定内科医

▽アクセス／

▽病床数／ 561 床
▽指定内容／

Ｃ

佐久平

上諏訪

プログラム責任者
田尻 和男

E 篠ノ井総合病院

南木曽

天竜峡

▽アクセス／
JR：JR 飯田線伊那北駅から徒歩 15 分
車：中央自動車道伊那 IC から車で 5 分
▽病床数／ 394 床（一般 390 床・感染 4 床）
▽指定内容／地域がん診療連携拠点病院・地域周産期母子医療センター・災害拠点病院
地域医療支援病院・第２種感染症指定医療機関・救命救急センター 等
▽後期研修医／ 6 名（大学からの派遣を含む）
▽給与／ 1 年次（年額）約 7,321,000 円（その他賞与・手当あり）
▽募集人数／若干名

〒396-8555

辰野

駒ヶ根

Ｌ 伊那中央病院

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
日本内科学会認定内科医

別所温泉

J

長野県諏訪市湖岸通り 5-11-50
0266-52-6111
http://www.suwa.jrc.or.jp

取得できる資格

須坂

①豊富な症例、②熱意溢れる指導医による
教育指導体制、③北信の地域医療の最前線
の研修協力施設において、様々な実践経
験がしっかり積める協力指導体制 等に
よりバランスのとれた総合医育成を目指
しています。

長野電鉄にて信州中野駅より徒歩 3 分
上信越道信州中野インターより車で 10 分

上田

信州まつもと
空港
塩尻 岡谷

〒392-8510

信州型総合医養成プログラム

D

松本 H

▽アクセス／
電車：JR 中央線上諏訪駅より徒歩 20 分
車：中央道諏訪 IC より 15 分
▽病床数／ 455 床
▽指定内容／地域医療支援病院・救命救急センター・臨床研修指定病院
▽後期研修医数／ 10 名
▽給与／ 1 年次（年額）6,510,000 円（その他賞与・手当あり）
▽募集人数／ 3 名

○内科領域全般の研修、救急医療、小児医療をはじめ、
あらゆる診療科における common disease を経験し、
総合医としての診療能力向上を図る。
○健康に関する課題に対応できるように、地域の保健
師や食生活改善推進員等と積極的な協働活動を行う。
○在宅訪問診療や介護施設、へき地診療所における研
修を通じて包括的医療の中心的な役割を担う能力を
身につける。

取得できる資格

I G

穂高

プログラム責任者
大和 眞史

プログラムの特徴・ＰＲ

長野

茅野

▽アクセス／
電車：JR 篠ノ井線「松本駅」よりアルピコ交通上高地線利用 24 分「波田駅」下車、
「波田駅」より徒歩 1 分

日本内科学会認定内科医（現行制度下）
2017 年以降の新専門医制度下の内科専門医および総合診療科専門医
（予定）

▽アクセス／

東京→

諏訪赤十字病院で「総合診療コース」を通じて
信州型総合医を目指そう！
プログラムの特徴・ＰＲ

取得できる資格

E

信濃大町

J 諏訪赤十字病院

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
日本内科学会認定内科医

湯田中

白馬

▽後期研修医数／ 12 名

豊富な救急・専門診療を背景に、高度な
メタ知識を有する総合医を養成する赤十
字認定後期研修コースであり、また地域
のケアミックス病院・診療所と連携して、
医師不足病院で求められる現場経験を持
つことができる。

日本内科学会認定内科医

Ｂ 中野

JR：中央線松本駅より徒歩約 15 分、又は松本周遊バス（南コース）利用 6 分
車：松本 IC より約 20 分

地域の病院と当院の専門科連携による病
院総合医と地域医の養成プログラム
①医療複合体（Medical Complex）として
〜 community から信州へ〜
②健康寿命延伸都市・松本の推進者として
〜平均寿命から健康長寿へ〜

取得できる資格

Ａ飯山

プログラム責任者
小山 徹

信州型総合医養成プログラム

プログラムの特徴・ＰＲ

総合病院や診療所で研修することにより、
総合医として幅広い診療能力を養成する。
また、信州の地において地域医療の専門
職として他職種や機関と連携しリーダー
シップを発揮できる医師になることを目
標とする。

○当院の救急科を中心とした研修に加えて、総
合診療科、小児科、および地域医療に注力し
ている病院との連携により効果的な研修が期
待できる。
○山岳診療所における診療経験、海外研修およ
び国内留学での研修も選択として見込んでい
る。

Ｂ 長野市民病院

長野県長野市篠ノ井会 666-1
026-292-2261
http://www.shinonoi-ghp.jp/

取得できる資格

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医
日本内科学会認定内科医

プログラム責任者
鄭 真徳

▽アクセス／
長野新幹線佐久平駅で小海線に乗り換え、臼田駅下車徒歩 10 分
高速バス（池袋駅東口〜佐久病院）要予約（予約センター：0267-62-0010）
高速バス（長野市内〜佐久病院）予約不要
▽病床数／ 1094 床
▽指定内容／へき地医療拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院など
▽後期研修医数／地域医療部後期研修プログラムに 7 名在籍
▽給与／ 1 年次（年額）約 5,700,00 円（その他手当あり）
▽募集人数／若干名

〒384-0301 長野県佐久市臼田 197
0267-82-3131（内線 452）
http://sakuhp.or.jp

