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聖路加国際病院

病床数 520床

平均入院患者数/日 490人（平均在院日数：8.5日）

研修医数 初期48名、後期30名程度

指導医数 119人

外来患者数 平均2,700名/月

救急車受入台数 約11,000台/年

聖路加国際病院は1902年（明治35
年）に宣教医師、ルドルフ・B・トイ
スラーにより創設され、100年余り
の歴史がある。内科は混合病棟研修
と13専門科で構成されている。

東京23区のほぼ中央に位置する中
央区の中心部に位置し、大規模商業
地である銀座と月島、佃といった下
町といわれる地域に隣接している地
域拠点病院である。



当プログラムの特徴

毎日のフィードバック、能力とやる気に溢れた同僚との切磋
琢磨で各内科と連携し総合診療力を高めることができます。
海外国籍の患者さんも多く、豊富な症例から学べます。

1年間の地域研修は豊田地域医療センターまたは
東埼玉病院にて行います。在宅・病棟・外来と、

聖路加の医療とは違う視点で学べます。

教育や研究などの学術活動を支援する環境が整っています。
希望される方は聖路加国際大学院で公衆衛生学修士を

取得することを応援します。



当プログラムの特徴

• 総合診療専門研修特任指導医：2名
• スタッフ（一般内科）：11名
• 専攻医：2名



当プログラムの目標

1) 地域を支える診療所や病院においては、他の領域
別専門医やその他職種と連携して、地域の保健・
医療・介護・福祉等の様々な分野におけるリー
ダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービス
（在宅医療、緩和ケア、高齢者ケアなど）を包括
的かつ柔軟に提供できること。

2) 総合診療部門を有する病院においては、臓器別で
ない病棟診療（高齢入院患者や心理・社会・倫理
的問題を含む複数の健康問題を抱える患者の包括
ケア、癌・非癌患者の緩和ケアなど）と臓器別で
ない外来診療（救急や複数の健康問題をもつ患者
への包括的ケア）を提供できること。



ローテーション例

＜研修施設＞
• 総合診療専門研修 I…豊田地域医療センター（愛知県）または東埼玉病院（埼玉県）
• 総合診療専門研修 II…聖路加国際病院 一般内科（外来・病棟）
• 内科…聖路加国際病院 内科（病棟長としてローテーションまたは各内科研修）
• 救急科…聖路加国際病院 救急部
• 小児科…国立国際医療研究センター 小児科
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総合診療専門研修 I

• 専攻医1年目は病棟長として各内科
ローテーションして力をつけたい！

• 豊田と埼玉それぞれの特長を知るた
め両方で研修したい！

専攻医A

• 専攻医1年目の初めは、病院のシス
テムに慣れながら一般内科で外来・
病棟研修をしたい。

• 各内科ローテでは、心療内科や緩和
ケア科など興味のある内科研修に力
を入れたい！

専攻医B



新・家庭医療専門医制度

• 聖路加国際病院もプログラム認定済み

• 日本プライマリ・ケア連合学会HPより

https://www.shin-kateiiryo.primary-
care.or.jp/rotation

https://www.shin-kateiiryo.primary-care.or.jp/rotation


外来・病棟研修（総合診療 II）

聖路加国際病院 一般内科

• のべ外来患者数…1,100名/月
• 入院患者総数…30名/月
• 院内で当日予約なしで受診できる唯一の診療科
• 地域の開業医からの紹介など含めて豊富な症例

＜週間スケジュール例＞

月 ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ 日

7:30〜回診 7:30〜回診

AM 外来 外来 病棟 外来 外来

PM

禁煙外来 抄読会 ERカンファ

オンコール

8:00〜内科モーニングレクチャー

外来チャートレビュー



内科研修（内科）

“病棟長”を選択した場合

内科専攻医と同じ、1 年間の病棟研修を行い、
病棟医としての総合力を徹底的に鍛えます

研修目標
①臨床的・社会的タイムマネジメント
②チーム医療のコーディネーター
③後輩への教育
④各科と共通言語で議論できる基礎力の向上
⑤リーダーシップ、マネージメント

＊ナイトフロート
当直専従の月 (日中はお休み) 平均 週3日当直勤務
場合により、ここを希望の各科ローテできます。



内科研修（内科）

“内科選択研修”を選択した場合

1 年間、ローテートしたい内科や期間を自由に選択し、
病棟、院内コンサルテーション、外来を学びます

(例)

腎臓
5週

感染
5週

心療
5週

内分泌
5週

循環器
5週

血液
5週

アレ膠
5-7週

緩和
5週

神経
5週

呼吸器
5週

腫瘍
5週

研修目標
①臨床的・社会的タイムマネジメント
②チーム医療のコーディネーター
③後輩への教育
④各科と共通言語で議論できる基礎力の向上

上記の内科の中から自由に期間を選択し、
内科研修を行います



国立国際医療研究センター
小児科

救急科、小児科研修

• 大規模ER型救命救急センター
• 救急搬送は、4年連続で1万台超え
• 約20年にわたり1次〜3次の

”断らないER”を実践
• 外来ではwalk inと救急車対応。

縫合、熱傷対応、小児頭部外傷など
も経験できる。

• 救急部集中治療室
計20床（ICU 8床、HCU 12床）

聖路加国際病院
救急部

• 都内（新宿）にある急性期病院
• 小児科では感染症疾患などの急性期

医療を中心に総合的な小児医療を
行なっている。

• 外来では急性期疾患外来のほか、
小児がん・神経・アレルギー・
腎臓・発達や心理相談などの専門
外来がある。

• 新生児から慢性疾患の診察、健康な
乳児の育児相談や予防接種など
幅広く対応している。



連携施設（総合診療 I）

豊田地域医療センターor東埼玉病院

• 一次救急・継続外来・急性期病床・訪問・回復
期(回復期リハ・地域包括)といった一連の流れ
のあるケアが学ぶことができる

• 豊田地域医療センターは専攻医数が日本有数に
多く、同じ志を持った仲間に刺激を受けながら
学ぶことができる

• 地域に密着した病院としての健康活動や地域ア
プローチを実践できる



豊田地域医療センター

総合診療専門研修 指導医 13名

総合診療専門研修 専攻医 40名

全病床数 150床→190床(2020年12月より新病院)

入院患者総数 78名/月

外来患者数 363名/月

救急による搬送などの件数 1,122件/年

在宅の患者数 391名（2018年）

• 愛知県豊田市に位置する公設民営の
病院であり、在宅医療支援病院。

• 多数の家庭医療専門医を有する指導
医がおり、本研修プログラムの中核
となる病院。

• 地域包括ケアの要となっている病院
で、1次救急、継続外来、訪問診療、
総合診療医としての病棟業務をバラ
ンスよく学ぶことができる。



国立病院機構 東埼玉病院

全病床数 532床

うち、重心/筋ジストロフィー 80床/120床

総合診療専門研修指導医 3名

総合診療科のべ外来患者数 約950名/月

のべ訪問診療件数 約250件/月

• 埼玉県蓮田市に位置する、もともと
重症心身障碍児・神経難病・結核＿
リハビリテーションなど政策医療を
重視しながら亜急性期＿慢性期の医
療に重点を置いて診療を行ってきた
病院である。

• 最近は一般医療にも力を入れており、
2006年に総合診療科が開設された。

• 外来・在宅・施設・病棟とシームレ
スな診療を行い地域に貢献している。



レジデントデイ

• 月に一回、専攻医同士で振り返りとレクチャー



大学院、院外プロジェクトなど

• 聖路加国際大学 公衆衛生大学院
（プログラムに所属しながらの修士
学取得を支援します）

• 慈恵医大プライマリケア講座

• 東京医科歯科大学院 総合診療医学
講座

• ストップ風疹ワゴン

• 家庭医療夏期セミナーでのワーク
ショップ主催

• 家庭医療冬期セミナーのスタッフ

• 専攻医部会の幹事

• アートワークショップ



総合診療専門研修 募集要項

• 定員：1-2名

• 期間：3年間（1年契約で毎年更新）

• 給与：年俸制（ボーナスなし、昇給年1回）

• 応募方法：応募書類（履歴書・小論文）を人事課に提出

• 専攻方法：総合評価（面接、書類審査）

＜連絡先＞

聖路加国際病院 人事課

• 〒104-8560 東京都中央区明石町9-1

• ☎︎ 03-5550-7065

• ✉︎ human_saiyo@luke.ac.jp

• http://hospital.luke.ac.jp/

mailto:human_saiyo@luke.ac.jp
http://hospital.luke.ac.jp/


質問、相談いつでもお気軽にどうぞ
スタッフ一同お待ちしております！

専攻医1年目 本多 専攻医2年目 西澤


