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精神科領域専門医研修プログラム 
■ 専門研修プログラム名： 

 岡山県精神科医療センター連携施設 精神科専攻医研修プログラム  
 
■ プログラム担当者氏名：  竹中 央         

  住 所：〒700-0915 岡山県岡山市北区鹿田本町 3-16    

電話番号： 086 - 225 - 3821   

  F A X： 086 - 225- 2324   

  E-mai l ： hiroshi-takenaka ＠ popmc.jp    

 
■ 専攻医の募集人数：（ 5 ）人 
 
■ 応募方法：  
  提出書類一式を、「持参」または「簡易書留」にて郵送してください。 
  ・採用願書、履歴書（写真要）、自己紹介書 （HP より PDF ファイルでダウンロード） 
  ・医師免許書（写） 
  ※規定様式は、当院専攻医募集サイト http://popmc.jp/resident/ よりダウンロードが可 

能です。 
 
■ 採用判定方法： 書類審査、小論文および面接 
 
I 専門研修の理念と使命 

１． 専門研修プログラムの理念（全プログラム共通項目） 
精神科領域専門医制度は、精神医学および精神科医療の進歩に応じて、精神科医の態

度・技能・知識を高め、すぐれた精神科専門医を育成し、生涯にわたる相互研鑽を図る

ことにより精神科医療、精神保健の向上と社会福祉に貢献し、もって国民の信頼にこた

えることを理念とします。 
 

２． 使命（全プログラム共通項目） 
患者の尊厳を大切にし、生物～心理～社会～スピリチュアルの側面から総合的に考慮

して診断・治療する態度を涵養し、近接領域の診療科や医療スタッフと協力して、良質

で安全で安心できる精神科医療を提供できる医師を育てることを使命とします。赤ん坊

から高齢者まで全てのライフステージで、精神的な危機に人まであらゆる状況に対峙し、

患者に正面から向き合えることのできる精神科医師を養成したいと考えています。 
またコミュニケーション能力は精神科医としての基本的な素養であり、患者や家族の
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苦痛を感じ取れる感性と、それを和らげる知識と技術を持つ医師、相手の気持ちを理解

し尊重しつつ、治療を組み立てることのできる医師を育てたいと考えます。 
 

３． 専門研修プログラムの特徴 
（１）基幹施設は岡山県の精神科医療の拠点施設 

岡山県精神科医療センターは、児童から高齢者まで全ての年代の精神疾患と精神的危

機に対応している岡山県の精神科医療基幹病院であり、24 時間 365 日精神科救急医療

を担っています。当院は県内精神科救急の 7 割に対応していますので、精神科領域の危

機状況にある多岐にわたる患者の診断と治療を経験できます。 
また病棟は機能分化し、精神科救急、うつ・自殺企図に焦点をあてた精神科急性期、

児童精神科、重度かつ慢性、依存症、医療観察法の 6 病棟があり、院内連携も活発です。

子どものこころ拠点病院(全国 17 ヶ所)、依存症拠点病院（全国 5 ヶ所）に指定されてお

り、難治性精神疾患連携事業拠点、岡山県災害時精神科中核病院でもあります。専門医

療も充実しており、関心領域を掘り下げていく研修が可能です。 
 

（２）専攻医ごとの関心領域を深める研修プログラム 
当精神科専攻医プログラムでは、専攻医のもつ関心領域に応じて個別性のある研修プ

ログラムを作ります。 
基幹施設である岡山県精神科医療センターでの研修を基盤にしながら、希望に応じて

１つないし複数の専門性の高い連携施設での研鑽を積むことができ経験する専門領域

を広げることが可能です。 
多様な専攻医があつまり、多彩な指導医のもとで研修することをモットーとしていま

す。 
 

（３）専門性の高い連携施設 
   連携施設は粒ぞろいの専門医療施設からなります。 

精神科リエゾン診療、緩和医療、器質性・症状性精神疾患、認知症、乳幼児・児童精

神科診療の研修について掘り下げた研修を希望するときには、基幹施設が普段から連携

している専門施設である大学病院、総合病院精神科、認知症医療専門病院、児童精神科

診療所で学ぶことができます。 
また地域医療は、基幹施設で多機関連携の地域支援を日々経験することに加えて、多

様な地域にある連携施設から選択して経験することができます。連携施設は高齢化が進

み人口減少地域にある岡山県北部精神科病院、地域医療を多岐に展開する兵庫県の精神

科病院、沖縄県離島地域の総合病院精神科からなります。 
なお基幹施設での教育カンファレンスには、基盤施設の医師に加えて連携施設の医師

も参加します。 
 （４）機関連携による総合支援 

基幹施設は総合病院との連携を積極的におこなっており、岡山市身体・精神合併症
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救急連携事業を通して岡山市内の 12 の総合病院に積極的に往診を行っています。ま

た精神科医療に関連する関係機関（保健/福祉/教育/司法）などと積極的に連携してお

り、生活そのものを支える総合支援を学ぶことができます。 
連携施設は、専門領域ごとに特色のある機関連携支援を行っており、児童精神科で

は児童相談所や教育機関等と連携し、認知症専門医療機関では地域包括支援センター

やケア・マネージャー等と協働しています。 
 
（５）研修体制 

屋根瓦方式の研修体制をとっており、チームワークと多様性を大切にしています。

ほとんどの領域の精神疾患、治療について経験し、知識を身につけることが可能です。 
精神的危機に直面している人、その人全体を受け止め、生物～心理～社会～スピリ

チュアルな視点をもってかかわり、患者に正面から向き合うことのできる精神科医師

を養成したいと考えています。 
基幹施設と連携施設である岡山大学病院には初期研修医が多くローテーションし

てきており、 後期研修医の研修施設として歴史があるため、教育マインドが根付い

ています。また基幹施設には臨床研究部があり、連携施設の岡山大学病院精神科との

共同研究があり、研究マインドをもって臨床をおこなう雰囲気があります。 
 

II. 専門研修施設群と研修プログラム 
１． プログラム全体の指導医数・症例数 
  ■ プログラム全体の指導医数： 26 5/6 人 
  ■ 昨年一年間のプログラム施設全体の症例数 

   疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 3467 687 

F1 1204 388 

F2 5082 1594 

F3 4501 738 

F4  F50 4762 345 

F4 F7 F8 F9 F50 4493 181 

F6 631 23 

その他 2509 177 
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 ２． 連携施設名と各施設の特徴  
   A 研修基幹施設 

 ・施設名： 岡山県精神科医療センター 

・施設形態： 地方独立行政法人 （精神科専門病院） 

・院長名： 来住 由樹 

・プログラム統括責任者氏名： 竹中 央 

・指導責任者氏名： 児玉 匡史 

・指導医人数：（ 11 ）人 

・精神科病床数：（ 252 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

 

・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 
（１）岡山県精神科医療センターは地域の基幹病院であり、症例数のみならずその

多様性も国内トップレベルです。地域の医療機関等からの紹介が多く、急性期事例、

若年事例、難治事例が多いことが特徴です。国内トップレベルの医療を提供し、地

域医療に貢献する専門医を育てるという目標を持って研修体制を構築しています。 
（２）子どもから高齢者まで全ての年代の精神疾患と精神的危機に対応している精

神科専門病院です。精神科救急、児童思春期精神科、依存症医療、司法精神医療、

精神科リハビリテーション、地域精神医療など幅の広い領域を経験しながら、精神

科医療の基礎を学ぶことができます。 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 199 17 

F1 678 298 

F2 1538 540 

F3 673 218 

F4  F50 616 79 

F4 F7 F8 F9 F50 682 85 

F6 150 8 

その他 958 146 
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精神疾患全般を対象として診断、治療、支援を行いますので、すべての精神科領域

の疾患に対応する能力を身につけることができます。 
（３）チーム医療を大切にしており、スタッフは医師 30、看護師 190、精神保健福

祉士 20、作業療法士 16、心理士 14、薬剤師 6 など多くの職員がおり、常に多職種

で治療にあたります。外来は、一般精神科外来の他に、児童精神科外来、大人の発

達外来、依存症外来、精神科救急外来があり、専門分野のカンファレンスがありま

す。 
（４）総合病院との連携が多くなされており、身体疾患に起因する症状精神障害、

変性疾患や脳血管障害などに起因する器質性精神障害と高次脳機能障害についても

学ぶことができます。総合病院からの紹介も多く、連続性のある治療をおこなって

います。 
（５）専門医療に積極的に取り組んでおり、クロザピン（平成 27 年 12 月末で 138
事例）、電気けいれん療法（平成 26 年度は 58 事例、延べ件数 456 件/年）、認知行

動療法などを実施しています。また医師や専門職のための研修会を多く開催し、人

的交流と相互研鑽を大切にしています。 
（６）精神科医療に関連する関係機関（保健/福祉/教育/司法）の役割、医療専門職

の役割を理解し、必要な連携の行い方を学ぶことができます。児童相談所、保健所、

知的障害者更生相談所、教育委員会、教育センター、特別支援学校、家庭裁判所、

少年院、刑務所、障害者職業センターなど多くの関係機関に非常勤医師を派遣し、

機関連携を促進し、顔の見える連携を実践しています。 
（７）臨床研究部があり、臨床研究マインドをもって臨床をおこなう雰囲気があり

ます。治験管理委員会が毎月、倫理委員会が定例で開催されており、臨床研究部に

は臨床研究コーディネーター（CRC）とデータ・マネージャー(DM)がいます。 
 

B 研修連携施設  
○総合病院精神科 
  岡山大学病院 精神科 
  倉敷中央病院 精神科 
  広島市立広島市民病院 精神科 
○行政機関・地域医療 
  岡山県精神保健福祉センター 
○児童精神科 
  まな星クリニック 
○認知症疾患 
  きのこエスポアール病院 
○地域医療 
  希望ヶ丘ホスピタル（岡山県津山市） 
  積善病院（岡山県津山市） 
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  東古松サンクト診療所（岡山市） 
  沖縄県立宮古病院（沖縄県宮古島市） 
  関西青少年サナトリューム（兵庫県神戸市西区） 
 
① 施設名：岡山大学病院 

・施設形態：国立大学病院 （精神病床を有する総合病院） 

・院長名：槇野 博史 

・指導責任者氏名：井上 真一郎 

・指導医人数：（ 10 ）人 

・精神科病床数：（ 34 ）床（休床 6） 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 276 24 

F1 16 2 

F2 206 50 

F3 265 70 

F4  F50 403 63 

F4 F7 F8 F9 F50 53 5 

F6 420 0 

その他 190 2 

 

・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

岡山大学病院は 843床を有する総合病院であり、県内唯一の総合病院にある精神

科閉鎖病棟があります。精神科病棟の大部分は個室で、7 対 1 の看護基準であり、

十分な人的環境があります。 

疾患は、うつ病、躁うつ病、統合失調症、認知症、リエゾン関連精神疾患を中心

に、不安障害、パニック障害などのストレス関連障害、てんかん性精神障害、性同

一性障害、摂食障害など多様です。精神疾患全般を対象として診断、治療を行いま

すので、全ての精神疾患に対応する能力を身につけることが可能です。 

専門外来は、こころのリスク外来、物忘れ外来、性同一性障害外来、児童思春期

外来があり、専門カンファレンスを行っています。またクロザピン、電気けいれん
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療法を実施しており、他院では治療困難であった事例が軽快して退院、社会復帰し

ていくことも多くみられます。精神科リエゾンチームは年間 900 例のコンサルトを

受けており、せん妄対策チームを有しています。 

治療チームは、指導医、専攻医、初期研修医、医学部 6 年生の 4 人で構成されて

おりミーティングを行いながら治療に当たります。またエッセンスカンファレンス

や事例検討会があり、1年を通して精神医学全般の知識を整理することができます。 

また岡山大学病院は中国四国地方で唯一の臨床研究中核病院及び橋渡し研究加速

ネットワークプログラム実施施設に指定されており、臨床研究について学ぶことも

できます。 

 
②  施設名：公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

・施設形態：公益財団法人 （精神病床を有する総合病院） 

・院長名：小笠原 敬三 

・指導責任者氏名：小高 辰也 

・指導医人数：（ 3 ）人 

・精神科病床数：（ 5 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 336 0 

F1 60 0 

F2 260 0 

F3 613 0 

F4  F50 1003 0 

F4 F7 F8 F9 F50 80 0 

F6 3 0 

その他 20 0 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

倉敷中央病院は 1161 床を有する総合病院であり地域医療の基幹病院です。平成

28年 9月から 5床の精神科病床を救急科に隣接して設置し運用を開始しました。 

多岐にわたる場面で精神科診療をおこなっており、救命救急センターに搬送され
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た患者の精神科診察、精神科リエゾン診察、緩和ケアチームの一員として活動して

います。また臨床心理士とチームをつくり児童・思春期患者の診療を行っています。 

認知症患者の診療では、総合病院の強みを生かして、MRI・SPECTなどの画像検査、

神経心理学的検査を施行し丁寧な診療を行っています。 

 
③  施設名：広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

・施設形態：公的総合病院（精神病床を有する総合病院） 

・院長名：荒木 康之 

・指導責任者氏名：和田 健 

・指導医人数：（ 3 ）人 

・精神科病床数：（ 28 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 200 14 

F1 20 2 

F2 266 48 

F3 730 148 

F4  F50 920 80 

F4 F7 F8 F9 F50 30 8 

F6 10 6 

その他 110 2 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

高度急性期医療を担う地域基幹病院の総合病院精神科である。多数の救急患者、

重症患者、がん患者を対象としたコンサルテーション・リエゾンサービスを展開し

ている。脳神経内科との連携も良好で、脳神経疾患に伴う器質性精神障害の症例も

多い。開放病棟を利用した入院診療では、気分障害を中心とした急性期医療、適応

障害へのストレスケアなどを提供している。電気けいれん療法も麻酔科との連携の

もと、年間 400 件以上を行っている。かかりつけ医との連携のもと、認知症疾患の

診断治療を年間 200件以上行っている。 
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④  施設名：岡山県精神保健福祉センター 

・施設形態：岡山県の行政機関 （付属精神科診療所を有する） 

・所長名：野口 正行 

・指導責任者氏名：山内 泰彦 

・指導医人数：（ 3 ）人 

・精神科病床数：（ 0 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 4 0 

F1 2 0 

F2 95 0 

F3 126 0 

F4  F50 66 0 

F4 F7 F8 F9 F50 8 0 

F6 1 0 

その他 9 0 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

     岡山県精神保健福祉センターは、行政機関であるとともに附属診療所を有してお

り、未受診・治療中断者への訪問診療を保健所等と連携をして行っています。対人

サービスを有する行政機関の役割を学び、精神保健福祉の施策立案の過程に参加す

ることができます。また精神医療審査会に事務局の立場で参加することなどを通じ

て精神保健福祉法規の実務を学びます。 

疾患は、統合失調症と気分障害とが多く、多職種チームによる支援方法を経験で

きます。また保健所、市町村、福祉サービス機関、法律関係者などさまざまな機関

とのネットワークの構築方法を学ぶことができます。 
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⑤ 施設名： まな星クリニック 

・施設形態： 医療法人（児童精神科診療所） 

・院長名： 中島洋子 

・指導責任者氏名： 中島洋子 

・指導医人数：（ 2 ）人 

・精神科病床数：（ 0 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間）   

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 0 0 

F1 0 0 

F2 2 0 

F3 70 0 

F4  F50 0 0 

F4 F7 F8 F9 F50 2142 0 

F6 0 0 

その他 152 0 

 

・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）  

まな星クリニックは、児童発達支援センターや就労支援事業所などを併設する児

童精神科クリニックです。幼児期早期から成人に至るまでの発達的問題やメンタル

ヘルスの支援、自立に向けた継続的支援をおこなっています。多職種で治療をおこ

なっており、児童精神科医、保健師、精神保健福祉士、心理職、作業療法士、言語

聴覚士、保育士、児童指導員など 40名のスタッフがいます。 

保健所での乳幼児健診、児童相談所での相談業務、学校との連携支援を行ってお

り、早期療育や治療、親支援、問題への早期介入に取り組んでいます。年間 500 人

の新規患者の年令層は、就学前 65%、小学生 20%、中学生 12%、高校生以降 3%です。

児童精神科クリニックという性格上、自閉スペクトラム症（ASD）や注意欠陥多動性

障害（ADHD）などの発達障害を有する子どもの受診が多くあります。また近年は虐

待やネグレクトにともなう愛着障害や心的外傷後ストレス性障害（PTSD）で受診す

る子どもが増加しています。 

子どもの精神科問題の見立てと支援方法、発達検査、早期療育の実際、子どもと
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親への心理教育、学校・児童相談所との連携支援、青年期の就労支援などについて

学習することが可能です。 

 
⑥ 施設名：医療法人きのこ会 きのこエスポアール病院 

・施設形態：医療法人 精神科専門病院（認知症疾患） 

・院長名：佐々木 健 

・指導責任者氏名：横田 修 

・指導医人数：（ 3 ）人 

・精神科病床数：（ 180 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 905 291 

F1 10 0 

F2 19 0 

F3 19 0 

F4  F50 10 0 

F4 F7 F8 F9 F50 2 0 

F6 0 0 

その他 7 0 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

きのこエスポアール病院は、認知症疾患専門とする精神科病院であり、岡山県認

知症疾患医療センターに認定されています。多数のアルツハイマー病、レビー小体

型認知症、前頭側頭葉変性症（前頭側頭型認知症、意味性認知症、進行性核上性麻

痺、皮質基底核変性症など）の患者を診療しており、外来、入院、施設入所、訪問

診療等を通して終末期まで関わります。 

治療困難な前頭側頭葉変性症にも長期支援を行うとともに、臨床研究としては前

頭側頭葉変性症のバイオマーカー開発、生体情報・試料レジストリ構築のための全

国多施設共同研究グループ（FTLD-J）の一施設となっています。国立精神・神経医

療研究センター・バイオバンク研究班が主導する日本ブレインバンクネット構想で

の精神科拠点にも選ばれています。診断困難例では病理解剖をおこない論文発表を



12 

介して臨床現場へフィードバックをこころがけています。 

認知症診療の基本から応用まで、じっくりと取り組むことができます。 

 
⑦ 施設名：希望ヶ丘ホスピタル 

・施設形態：社会医療法人（精神科病院） 

・院長名：引地 充 

・指導責任者氏名：日笠 完治 

・指導医人数：（ 5 ）人 

・精神科病床数：（ 300 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 737 66 

F1 112 21 

F2 703 141 

F3 501 76 

F4  F50 832 58 

F4 F7 F8 F9 F50 861 34 

F6 20 5 

その他 409 12 

                             
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

希望ヶ丘ホスピタルは、病院の他には精神科医療資源が限られた地域で、包括的

な診療を行い、地域ケアを担う責任感を肌で感じることのできる研修を目指してい

ます。 精神科救急から訪問診療まで地域のニーズに即した幅広い領域の精神科医療

をおこなっており、発達障害、認知症、アルコール依存症の専門治療にも取り組ん

でいます。新患や外来患者数が多く活気があり、学校や保健機関等との顔の見える

連携、医療観察法を含む司法精神医療にも力を注いでいます。 
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⑧ 施設名：積善病院 

・施設形態：一般財団法人（精神科病院） 

・院長名：江原 良貴 

・指導責任者氏名：江原 良貴 

・指導医人数：（ 5 ）人 

・精神科病床数：（ 306 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 659  239  

F1 130 41  

F2 490  229  

F3 638 69  

F4  F50 5  9  

F4 F7 F8 F9 F50 508 45 

F6 １  0  

その他 544 7 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

積善病院は 306 床を有する精神科単科病院であり、急性期治療病棟、精神療養病

棟、身体合併症を併存する精神疾患や認知症治療を主としている病棟があります。

岡山県認知症疾患医療センターを設置しており、認知症診断と初期対応、合併症と

周辺症状の診断及び治療を行っています。 

地域生活支援センター、救護施設、授産施設、在宅介護支援事業所、訪問看護ス

テーションを有し地域医療を担っています。 
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⑨ 東古松サンクト診療所 

・施設形態：地方独立行政法人（精神科多機能診療所） 

・院長名： 高橋 正幸 

・指導責任者氏名： 高橋 正幸 

・指導医人数：（ 1 ）人 

・精神科病床数：（ 0 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 6 0 

F1 18 0 

F2 258 0 

F3 59 0 

F4  F50 79 0 

F4 F7 F8 F9 F50 78 0 

F6 3 0 

その他 30 0 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

基幹施設の設立法人が、平成 25 年 4 月に開設した生活支援型デイケアを有する

精神科診療所として開設しました。地域に根ざした治療を目的としており、訪問診

療と訪問看護に力を入れています。岡山県精神障害者アウトリーチ事業を受託し、

岡山県精神保健福祉センターと保健所と協働して未治療者や治療中断者への訪問を

実施しています。 
多機関連携・多職種チームによる地域医療と患者・家族支援を学ぶことができま

す。 
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⑩  施設名： 沖縄県立宮古病院 

・施設形態： 沖縄県立（精神病床を有する総合病院） 

・院長名： 上原 哲夫 

・指導責任者氏名： 山田 豪人 

・指導医人数：（ 2 ）人  

・精神科病床数：（ 49 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 
疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 102 9 

F1 139 8 

F2 568 70 

F3 551 17 

F4  F50 683 13 

F4 F7 F8 F9 F50 10 0 

F6 7 0 

その他 0 0 

 
・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

宮古島病院は、沖縄本島から約 300km 離れた８つの有人島からなる宮古諸島で

の唯一の精神病床を有する総合病院です。 
離島ゆえに人口約６万の諸島内で生じる様々な精神疾患、地域精神保健から措置

入院を含む精神科救急まで幅広く対応しています。 
精神科常勤医は４名です。宮古諸島で精神科医が必要とされる場面、すなわち通

常の外来診療や入院診療はもちろん、保健所や市役所等との地域精神保健活動、年

中無休の精神科救急、退院後の訪問診療、地域と連携した就労支援や生活環境支援

まで、一貫して関わることができ、診療行為とその結果を常に感じながら学ぶこと

ができます。 
総合病院としての規模は大きくはないものの、島内完結の医療を求められ続けて

きた当院では、各診療科の医師数こそ少ないものの多くの診療科がそろっており、

熱心な医師が多いです。医局では全診療科が隔てなく机を並べ、一人の患者に悩ん

でいると、多くの医師が診療科の垣根を感じることなく集まって相談が始まります。

和気あいあいとした雰囲気があり、無理なくコンサルテーションリエゾンを経験す
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ることができます。精神的な問題を抱えた家庭においては出産前から産婦人科と、

小児思春期に関しては小児科と、電気けいれん療法は麻酔科と密に連携できます。 
院外の島内連携も密に行っており、市役所や保健福祉事務所、警察などと連絡会

を開いています。病院に行けない困難例は保健所で精神保健相談を行い、市役所と

うつ病デイケアなどの事業を提携し、触法例は警察と相談しています。島内の要請

に応え、知的障害者施設や高齢者施設への訪問診療、ハンセン氏病施設の精神科診

療を行っています。 
 
⑪  施設名：関西青少年サナトリューム 

・施設形態：医療法人（単科精神科病院） 

・院長名：瀬川 義弘 

・指導責任者氏名：内藤 憲一 

・指導医人数：（ 11 ）人 

・精神科病床数：（ 402 ）床 

・疾患別 外来数・入院数（年間） 

 
 

・施設としての特徴（扱う疾患の特徴等） 

  関西青少年サナトリュームは神戸市西区にある 402 床を有する単科精神科病院

です。精神科急性期病棟、精神一般病棟、精神療養病棟があり、統合失調症、気

分障害、神経症性障害、思春期症例、認知症など幅広く診療を行っています。難

治性精神疾患にはクロザピンや修正型電気けいれん療法（m-ECT）などの治療を取

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

F0 43 27 

F1 19 16 

F2 677 516 

F3 256 140 

F4  F50 145 43 

F4 F7 F8 F9 F50 39 4 

F6 16 4 

その他 80 8 
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り入れています。 

多職種が連携してチーム医療を行い、多面的な視点から支援をおこない患者・

家族の生活全般を視野にいれた診療を心がけています。就労支援、訪問診療にも

力を入れており、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、就労支援事業

所等の事業所を運営しています。 

専攻医は急性期～回復期での治療とリハビリテ―ション、退院後の外来治療を

主治医（または副主治医）として一貫して取り組むことになります。また多職種、

多機関と連携した地域医療を行い、多面的な経験を得ることができます。 

 

３． 研修プログラム 
人のすべてのライフステージで、精神的危機に対して生物~心理~社会～スピリチ

ュアルな視点をもってかかわり、患者に正面から向き合えることのできる精神科医

師を養成したいと考えています。 
精神科医療の最前線の基幹施設と粒ぞろいの専門機関からなる連携機関で、精神

科救急を皮切りに、児童精神科、地域医療、依存症精神科医療、認知症精神科医療、

司法精神科医療など幅広い領域の現場に身をおきながら３年間をすごし、精神科医

としての基本的な素養を身につけます。 
基幹施設である岡山県精神科医療センターにて、1 年目には精神科医としての基

本的な姿勢、基本的な知識と技術を学びます。2 年目以降は、専攻医の関心領域を

尊重して専攻医と指導医とが協議して作成したオーダーメイドな研修プログラムに

基づいて研修をおこないます。ローテーションする施設は、基幹施設の各種専門病

棟と地域医療部門、11 ケ所の連携施設です。なお連携施設での研修は 12 ヶ月を限

度とし、専攻医と協議して作成した個別プログラムを実現するのに必要な期間とし

個別に決定します。 
     

１）年次到達目標 
専攻医は精神科領域専門医制度の研修手帳にしたがって専門知識を習得します。

研修期間中に幅広く次の 13領域の知識を学び技術を習得する必要があります。研修

の進捗状況を、指導医との定期的な面接で確認しながら、研修プログラムの内容を

調整しながら実施することで目標に到達できるようにします。 

1.患者及び家族との面接、2.疾患概念の病態の理解、3.診断と治療計画、4.補助

検査法、5.薬物・身体療法, 6.精神療法、7.心理社会的療法、8.精神科救急、9.リ

エゾン・コンサルテーション精神医学、10.法と精神医学、11.災害精神医学、12.

医の倫理、13.安全管理。 

年次毎の到達目標は以下の通りです。 

 

到達目標 

１年目：基幹病院で、精神科救急に従事し、精神科急性期の患者を中心に統合失
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調症、気分障害、器質性精神障害等の患者等を受け持ちます。面接の仕方、診断と

治療計画、薬物療法及び精神療法の基本を学びます。総合病院への往診をチームの

一員として行い、総合病院からの転院患者の治療を通じてリエゾン精神医学を経験

します。 

精神科面接によって必要な情報を抽出し診断に結びつけるとともに、良好な治療

関係を構築し維持することを学びます。また医療チームの一員として協働できるコ

ミュニケーションの原則を学びます。 

初期研修医や医学部学生の指導を屋根瓦方式の医師チームの一員として担い、教

育の中で、自らの知識と技術を磨きます。 

 

２年目：基幹病院または連携病院で、精神科面接を深め、診断と治療計画の能力

を充実させ、薬物療法の技法を向上させ、認知行動療法の基本的考え方と技法を学

びます。神経症性障害、依存症患者、児童・思春期精神障害およびパーソナリテイ

障害の診断・治療を経験します。ひきつづき精神療法の修練を続けます。 

また学会や研究会での発表を行い、ピアレビューの中で技量を高める経験をしま

す。 

1 年次専攻医の指導を屋根瓦方式の医師チームの一員として担い、教育の中で、

自らの知識と技術を磨きます。 

 

３年目：指導医から自立して診療できるようになります。認知行動療法、心理社

会的療法、精神科リハビリテーション・地域精神医療等を学びます。 

心理社会的療法、精神科リハビリテーションを学び、自宅への訪問診療、保健所

等での相談業務を経験することにより地域医療について学習します。 

関心のある専門領域の研修を深め、学会・研究会などで積極的に症例発表等を行

います。 

1年次、2年次の専攻医の指導を屋根瓦方式の医師チームの一員として担い、教育

の中で、自らの知識と技術を磨きます。また多職種チームの一員としてリーダシッ

プをもって役割を果たします。 
 

２） 研修カリキュラムについて 
１年目：指導医と一緒に統合失調症、気分障害、器質性精神障害の患者等を受け

持ち、面接の仕方、診断と治療計画、薬物療法及び精神療法の基本を学びます。と

くに面接によって情報を抽出し診断に結びつける見立てをたてること、良好な治療

関係を構築し維持することを学びます。 

入院患者を指導医と共に受け持つことによって、行動制限の手続きなど精神保健

福祉法等精神科に特有な基本的法律の知識を学習します。また主治医として入院患

者の診療をおこないますが、医長、副医長、上級医師が治療チームの一員として患

者を一緒にみているので協議を行いながら治療をすすめていきます。  
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外来業務では指導医の診察、専門外来に陪席することによって、面接の技法、患

者との関係の構築の仕方、基本的な心理検査の評価などについて学習します。 

当直は、平日は医師２人体制、休日は３人体制なので、実務のなかでバックアッ

プを受けつつ緊急時の診療を学ぶことができます。 

 

２年目：指導医の指導を受けつつ、自立して、面接の仕方を深め、診断と治療計

画の能力を充実させ、薬物療法の技法を向上させ、精神療法として認知行動療法の

基本的考え方と技法を学びます。 

 

３年目：指導医から自立して診療できるようにします。認知行動療法を指導の下

に実践します。学会や研究会などで症例発表等をおこないます。 

    

    ※1年次から 3年次を通じて、児童精神科、認知症疾患などに明確な領域がある時

には、継続して研修をおこなうことが可能です。 

 
 （定例の院内カンファレンス） 
 毎日：入退院カンファレンス ベット・コントロール・ミーティング 
 毎週：医局会 
    症例検討会 
    外来ケースカンファレンス 

精神科基本カンファレンス 
   抄読会 
   クロザピンカンファレンス / ECT カンファレンス 
隔週：脳波・てんかん勉強会 

 
（定例の公開研修会） 
・認知行動療法研修会 
・動機づけ面接研修会 
・依存症研修会 
・児童精神医学連続研修会など 
 
（特別研修） 
・臨床上の課題が生じた時には、国内の第一人者を招聘して研修会をタイムリーに 
実施 

  
※臨床研究に関心が強い場合には、社会人大学院生、公衆衛生大学院等に入学する   
ことも可能です。（専攻医としての研修は既定の期間の延長が必要です。） 
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３） 個別項目について   
①  倫理性・社会性 
医師は、患者や家族の苦痛を感じ取れる感性と、それを和らげる知識と技術を持

つことがきわめて大切です。ヘルシンキ宣言にある「人々の健康を守ることが医師

の使命である。医師はこの使命達成のために自分の知識と良心をささげるべきであ

る」ことが実践されるよう、患者を中心にした医療をおこない続ける実務のなかで

姿勢を身につけます。また倫理委員会や治験管理委員会、行動制限最小化委員会、

医療安全委員会の主催する研修会に参加をすることにより医療倫理に関する知識を

学びます。 
医師は、根拠に基づいた説明のできる医療をおこなう必要があります。また普段

から報告、連絡、相談ができ、あるがままの現実をうけとめ、情報開示に耐えられ

る医療をおこなうことが求められます。これに対応ができる技術と覚悟が得られる

ように指導医と協議しながら臨床実務をおこなうことを通して学びます。 
 

②  学問的姿勢 
医師は医学・医療の進歩に遅れることなく、常に研鑽自己学習することが求めら

れます。患者の日常的診療から浮かび上がる問題を日々の学習により解決し、今日

のエビデンスでは解決できない問題についても、積極的に臨床研究や基礎研究に参

加することで、解決の糸口を見つけようとする姿勢が必要です。   
すべての研修期間を通じて、担当した症例の診断と治療について同僚や指導医と

議論し、よりよい治療をおこなう姿勢を持つことが大切です。 
経験した症例を学会で発表したり、論文を書くことを通じて、過去の類似症例を

文献的に調査し、臨床水準を向上させるために自ら学び考える姿勢を作り磨きます。 
 

③  コアコンピテンシーの習得 
日本精神神経学会や関連学会の学術集会や各種研修会、セミナー等に参加して医

療安全、感染管理、医療倫理など基本的診療能力(コアコンピテンシー)を高める機

会をもちます。また法と医学の関係性については日々の臨床実務の中で経験する入

院形態、行動制限などを通して学習します。診断書、証明書、精神保健福祉法の入

院届、定期病状報告書、死亡診断書、その他各種の法的書類の記入法、法的な意味

について理解し記載できるようになります。 

自らの診療技術、態度が後輩の模範となり、また形成的指導が実践できるように、

学生や初期研修医および後輩専攻医を指導医とともに受け持ち患者を担当して、チ

ーム医療の一員として後輩医師の教育・指導を行います。 
医療人としてきわめて大切な資質であるコミュニケーション能力を高めることが

できるように、日々の臨床、ケア会議での発言において、相手の気持ちを理解し尊

重しつつ、治療を組み立てる鍛錬をおこないます。 
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④  学術活動（学会発表、論文の執筆等） 
経験した症例の中で特に印象に残った症例については、学会等での発表や学内誌

などへの投稿を行います。基幹施設である岡山県精神科医療センターにある臨床研

究部、連携施設である岡山大学病院での臨床研究に希望により参加します。 

日本精神神経学会総会等に参加し、少なくとも共同演者として学会発表を経験しま

す。 

 
⑤  自己学習 
精神医学の進歩にともなう専門知識をアップデイトしていく方法を身につけます。

図書室は電子ジャーナル化をすすめ Clinical key 他が利用できます。 
症例検討会、入退院カンファレンス、抄読会、精神科基本カンファレンス、各種

研修会を通じて症例についての理解を深め、精神科医として必要な知識と技術を学

びますが、学会や研究会等を通じて、さらに自己学習をして発展させていくことを

推奨しています。 
研修環境が良い病院は、患者にとってもよい病院、そして地域に信頼される病院

であると考えていますので、精神科の研修に必要なことは何にでも挑戦する病院に

なれるように努力を続けています。 
 

４） ローテーションモデル 
精神科医療の最前線の基幹施設と粒ぞろいの専門機関からなる連携機関で、精神

科救急を皮切りに、児童精神科、地域医療、依存症精神科医療、司法精神科医療な

ど幅広い領域に身をおきながら３年間をおくり精神科医としての基本的な素養を身

につけます。 
基幹施設である岡山県精神科医療センターでの研修を中心に据え、1 年目には精

神科医としての基本的な姿勢、基本的な知識と技術など基本事項を学びます。2 年

目以降は、専攻医の関心領域に基づいて、専攻医と指導医とが協議して専攻医ごと

にオーダーメイドな研修プログラムを作成して研修を続けます。これは基幹施設の

専門病棟と専門外来、地域医療部門、連携施設の有するプログラムを重ねあわせる

ことにより実現します。 
連携施設での研修は 12 ヶ月を限度として専攻医と協議して作成した個別プログ

ラムを実現するのに必要な期間実施します。 
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ローテーションモデル例（基幹施設：岡山県精神科医療センター） 
 例１ 例２ 例３ 例４ 例５ 

主分野 総合病院 児童思春期 地域医療 基幹施設中心 認知症 

1 年目 基幹施設（基本的な知識と技術など基本事項を学ぶ） 

2 年目 岡山大学病院 

(1 年間) 

または 

広島市民病院 

(1 年間) 

または 

倉敷中央病院 

(3 ヵ月) 

＋基幹病院 

(9 ヵ月) 

 

まな星クリニ

ック 

(1 年間) 

(*1)(*2)から1～3ヵ

所選択(3～12 ヵ月) 

(*2)から 1 ヵ所 

選択(3 ヵ月) 

きのこエス

ポアール病

院 

(1 年間) 
希望ヶ丘ホスピタル(*1) 

積善病院(*1) 

沖縄県立宮古病院(*1) 

関西青少年サナトリューム(*1) 

岡山県精神保健福祉センター(*1) 

東古松サンクト診療所(*1) 

－ 岡山大学病院(*2) 

－ 倉敷中央病院(*2) 

－ 基幹施設(9 ヵ月) 

3 年目 基幹施設（基幹施設での専門病棟、専門外来、地域医療を学ぶ） 

※2 年目を基幹施設で研修し、3 年目を連携機関で研修をすることも可能です。 
 

５） 研修の週間・年間計画 
①基幹施設 岡山県精神科医療センター 
週間スケジュール 

 月 火 水 木 金 
7：30 
～8：30 

    輪読会 

8：30 
～9：00 

病棟申送り 
カンファ 

病棟申送り 
カンファ 

病棟申送り 
カンファ 

病棟申送り 
カンファ 

病棟申送り 
カンファ 

9：00 
～9：30 

入退院カンファ 
ベットコントロ

ール・カンファ 

入退院カンファ 
ベットコントロ

ール・カンファ 

入退院カンファ 
ベットコントロ

ール・カンファ 

入退院カンファ 
ベットコントロ

ール・カンファ 

入退院カンファ 
ベットコントロ

ール・カンファ 
午前 病棟業務 病棟業務 病棟業務 ECT 病棟業務 

午後 

病棟業務 

病棟業務 外来業務 

13-16 
病棟別カンファ 

病棟業務 17-18 
新規入院症例検

討 
病棟業務 

17：15 
以降 

  

18-19（隔週） 
脳波勉強会 18-19 

抄読会 
症例検討会 

 
19- 
医局会 

※いずれの施設においても、就業時間が 40 時間/週を超える場合は、専攻医との合意の
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上で実施される。原則として、40 時間/週を超えるスケジュールについては自由参加

とする。 
 

年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始 / SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  
エッセンスカンファレンス 

５月 エッセンスカンファレンス 
６月 日本精神神経学会学術総会参加  

研修プログラム管理委員会開催 
アルコール依存症臨床医等研修 
テーマ別カンファレンス 

７月 依存症研修会 
テーマ別カンファレンス 

８月 認知行動療法研修 
デイケア・訪問往診等地域医療研修会 
テーマ別カンファレンス 

９月 研究倫理講習会 
クロザピン治療研究会 
テーマ別カンファレンス 

１０月 SR1・2・３研修中間報告書提出 
児童思春期精神医学研修会 
テーマ別カンファレンス 

１１月 マトリックスモデル研修会 
うつ病の認知療法・認知行動療法ワークショップ 
テーマ別カンファレンス 

１２月 研修プログラム管理委員会開催 
司法精神医学研修 
テーマ別カンファレンス 

１月 児童虐待支援者研修会 
テーマ別カンファレンス 

２月 動機付け面接研修会 
研究倫理講習会 
テーマ別カンファレンス 

３月 SR1・2・３研修報告書  
研修プログラム評価報告書の作成  
認知行動療法研修 
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テーマ別カンファレンス 
その他 
 

精神科関連の学会、国立精神神経医療研究センターでの研修会等を通じ

た研修を積極的におこなう。 
 
 ②連携施設 

   週間スケジュール 
   年間スケジュール 
   （末尾に添付） 

 
４． プログラム管理体制について 

・プログラム管理委員会 
‐医師：竹中 央 

‐医師：石津 すぐる 

‐医師：児玉  匡史 

‐医師：大重 耕三 

‐医師：角南 隆史 

‐医師：耕野 敏樹 

‐医師：矢田 勇慈 

‐医師：佐藤 康治郎 

‐看護師：山田 晶子 

‐事務：松本 安治 

‐連携施設：井上 真一郎（岡山大学病院） 

‐連携施設：小髙 辰也（倉敷中央病院） 

‐連携施設：和田 健（広島市立広島市民病院） 

‐連携施設：山内 泰彦（岡山県精神保健福祉センター） 

‐連携施設：中島 洋子（まな星クリニック） 

‐連携施設：横田 修（きのこエスポアール病院） 

‐連携施設：日笠 完治（希望ヶ丘ホスピタル） 

‐連携施設：江原 良貴（積善病院） 

‐連携施設：井上 真一郎（岡山大学病院） 

‐連携施設：高橋 正幸（東古松サンクト診療所） 

‐連携施設：山田 豪人（沖縄県立宮古病院） 

‐連携施設：内藤 憲一（関西青少年サナトリューム） 

‐第 3者：八杉 基史（株式会社八豊会：訪問看護ステーション等経営） 

 

・プログラム統括責任者 
 竹中 央 
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・連携施設における委員会組織 
研修プログラム連携施設担当者と専門研修指導医で委員会を組織し、個々の専攻

医の研修状況について管理・改善を行います。 
 

５． 評価について 
１）評価体制 

専攻医に対する指導内容は、専門研修記録簿に時系列で記載して、専攻医と情報を

共有するとともに、プログラム統括責任者（竹中央）およびプログラム管理委員会（３

に記載したメンバー）で定期的に評価し、改善を行います。 
 

２）評価時期と評価方法 
・３ヶ月ごとに、カリキュラムに基づいたプログラムの進行状況を専攻医と指導医

が確認し、その後の研修方法を定め、研修プログラム管理委員会に提出します。  

・研修目標の達成度を、当該研修施設の指導責任者と専攻医とが６ヶ月ごとに相互

点検して評価し、専攻医にフィードバックします。  

・１年毎にプログラムの進行状況と研修目標の達成度を指導責任者が確認し、次年

度の研修計画に反映させます。またその結果を統括責任者に提出します。  

・１年毎の専攻医の研修実績の確認と評価には研修記録簿と研修手帳を用います。 
 

３）研修の評価とフィードバック 
研修記録簿に研修実績を記載し、指導医による形成的評価、フィードバックを行

います。総括的評価は精神科研修カリキュラムに則り、少なくとも年１回おこない

ます。 

連携施設での研修履歴（研修施設､期間、担当した専門研修指導医）、研修実績、

研修評価は連携施設研修指導医が行い、基幹施設でも記録を保管します。 

また専攻医による専門研修施設および専門研修プログラムに対する評価を受け、

専攻医と研修プログラムの改善について協議します。評価記録は基幹施設で保管し

ます。  

  

・専攻医研修実績記録  

研修記録簿に研修実績を記録し、一定の経験を積むごとに専攻医自身が形成的

評価をおこない記録します。少なくとも年に１回は形成的評価により、指定され

た研修項目を年次ごとの達成目標に従って、各分野の形成的自己評価をおこなう

ように指導します。研修を修了する年度末には総括的評価を行います。 

  

・指導医による指導とフィードバックの記録  

少なくとも年１回は、研修手帳に指定された研修項目を、年次ごとの達成目標

に従って、専攻医自身が自分の達成度評価をおこないます。またそれを基に指導
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医が評価をおこない記録しフィードバックをおこないます。指導医は「劣る」、「や

や劣る」の評価をつけた項目、「研修ができていない」項目については、必ず改善

のためのフィードバックを行い、翌年度の研修内容に反映させます。 
 

６． 全体の管理運営体制  
１） 専攻医の就業環境の整備（労務管理） 
基幹施設の就業規則に基づき勤務時間あるいは休日、有給休暇などを与えます。 
・勤務（日勤）8：30 ～ 17：15 

・当直勤務 17：00 ～ 翌 9：00 

・休日  ①土曜日 ②日曜日 ③国民の祝日 

・年間公休数は、地方独立行政法人岡山県精神科医療センターが定めた計算方法

によります。 

・年次有給休暇は規定により付与します。 

・慶弔休暇、産前産後休業、介護休業、育児休業など就業規則に規定されたもの

は請求に応じて付与できます。 

・連携施設では、各施設が定めた就業規定に則って勤務します。 

 
２） 専攻医の心身の健康管理 

安全衛生管理規定に基づいて１年に２回の健康診断を実施します。検診の内

容は別に規定します。産業医による心身の健康管理を実施し異常の早期発見に

努めます。 

 
３） プログラムの改善・改良 

研修施設群内における連携会議を定期的に開催し、問題点の抽出と改善を行

います。専攻医からの意見や評価を専門医研修プログラム管理委員会の研修委

員会で検討し、次年度のプログラムへの反映を行います。 

 
４） 指導医の能力向上と資質開発に関する計画と実施 

毎年２名の研修指導医には日本専門医機構が実施しているコーチング、フィ

ードバック技法、振り返りの促しなどの技法研修を受講させます。 

研修基幹施設のプログラム統括管理責任者は、研修施設群の専門研修指導医

に対する講習会の修了や FD （Faculty Development）への参加記録などにつ

いて管理します。 
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週間スケジュール/年間スケジュール 

連携施設①：岡山大学病院 

 月 火 水 木 金 

午前 病棟業務 

外来見学 

病棟業務 

外来見学 

病棟患者カン

ファレンス 

回診 

チームカンフ

ァレンス 

病棟業務 

外来見学 

病棟業務 

外来見学 

午後 病棟業務 mECT 

病棟業務 

週間サマリー

作成 

専門カンファ

レンス（認知

症、統合失調

症、リエゾン） 

mECT見学 

病棟業務 

病棟業務 

夜 専門カンファ

レンス（認知

症） 

カンファレン

ス（うつ病、ス

トレス関連疾

患） 

医局会 

精神科エッセ

ンスカンファ

レンス 

思春期カンフ

ァレンス 

 

その他 

事例検討会：水曜 19:00～ 

 

年間スケジュール 

４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  

SR2・3前年研修報告書提出  

指導医の指導実績報告提出  

エッセンスカンファレンス 

５月 エッセンスカンファレンス 

６月 日本精神神経学会学術総会参加  

日本老年医学会参加（任意） 

研修プログラム管理委員会開催 

同門会臨床集談会参加 

７月 中国六大学研修会参加 

日本うつ病学会参加（任意） 

岡山臨床精神研究会参加 

８月  

９月 日本生物学的精神医学会参加（任意） 

１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・3研修中間報告書提出 
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日本児童青年医学会参加（任意）  

１１月 日本臨床精神神経薬理学会参加（任意） 

中国四国精神神経学会参加・演題発表 

１２月 同門会臨床集談会参加 

研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 

２月 岡山臨床精神研究会参加 

３月 SR1・2・3研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  

日本統合失調症学会（任意） 

その他 

性別適合手術適応判定会議（性同一性障害）：月 1回 19時～ 

岡山認知症研究会：年 2回 

岡山てんかん懇話会：年 1回 

岡山統合失調症研究会：年 1回 

岡山うつ病研究会：年 1回 

Community Care 研究会：年２回 

 
連携施設②：倉敷中央病院 

 月 火 水 木 金 土 
8:45-12:30 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 

リエゾン 
13:30-15:30 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務  
15:30-17:00 院内 

リエゾン 
院内 
リエゾン 

院内 
リエゾン 

院内 
リエゾン 

院内 
リエゾン 

18:00-19:00   カンファ

レンス 
 緩和ケア

研修会 
＊土曜日は隔週勤務 8:45-13:00 
＊カンファレンス：第 4 水曜日は 18:00-20:00 
＊緩和ケア研修会は第 3 金曜日のみ 
 

年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  
SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  

６月 日本精神神経学会学術総会参加  
日本老年精神医学会参加（任意） 
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日本心身医学会総会参加（任意） 
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
日本うつ病学会参加（任意） 
岡山臨床精神薬理研究会参加（任意） 

８月 倉敷緩和ケアセミナー参加 
９月 日本サイコオンコロジー学会参加（任意） 
１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・３研修中間報告書提出 
日本児童青年精神医学会参加（任意）  

１１月 日本臨床精神神経薬理学会参加（任意） 
日本総合病院精神医学会参加（任意） 
中国四国精神神経学会参加（任意） 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 岡山臨床精神薬理研究会参加（任意） 

倉敷緩和ケアセミナー参加 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  
日本統合失調症学会（任意） 

 

連携施設③：広島市立広島市民病院 
 月 火 水 木 金 

8:30～12:00 
（火・木 ～12:30） 

入院診療 
急患対応 

外来診療 
（初診含む） 

入院診療 
ECT 担当 

外来診療 
（初診含む）） 

入院診療 
ECT 担当 

13:00～ 入院診療 
CLS 

（13:30～） 
入院診療 
CLS 

入院診療 
CLS 

（13:30～） 
入院診療 
CLS 

入院診療 
CLS 

14:30～16:00 部長回診 
16:00～17:00 入院診療 

17:00～17:30 デイリーカンファレンス 
17:30～18:00  入院患者カン

ファレンス 
緩和ケアカン

ファレンス 
 外来患者カン

ファレンス 
18:00～18:30   

#1 月に 1 回看護スタッフとのカンファレンスあり 
#2 月に 1 回脳神経内科との合同カンファレンスあり 



30 

 
年間スケジュール 
４月 オリエンテーション 

専攻医 2 年次（あるいは 3 年次）研修開始 
５月 広島精神科病診連携懇話会（参加） 
６月 日本精神神経学会学術総会（可能な限り参加） 

Clinical Dementia Meeting（参加） 
７月 広島精神科病診連携懇話会（参加） 

広島精神神経学会（参加） 
中国地区 6 大学研修会（参加） 

８月 Hiroshima ECT Meeting（参加） 
９月 広島精神科病診連携懇話会（参加） 
１０月 中国地区 GHP 研究会（参加） 

日本臨床精神神経薬理学会総会（可能な限り参加） 
Clinical Dementia Meeting（参加） 

１１月 広島精神科病診連携懇話会（参加） 
中国四国精神神経学会（参加、演題発表） 
日本総合病院精神医学会総会（可能な限り参加） 

１２月 広島精神神経学会（参加、演題発表） 
１月 広島精神科病診連携懇話会（参加、演題発表） 
３月 広島精神科病診連携懇話会（参加） 

中国地区 GHP 研究会（参加） 
専門医研修総括的評価 

 

連携施設④：岡山県精神保健福祉センター 
 月 火 水 木 金 

9:00-9:30 チームミー

ティング 
ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング 

9:30-12:00 訪問 訪問 訪問 訪問 

13:00-17:00 訪問 訪問 訪問 訪問 訪問 

18:00-19:00   抄読会（月１

回） 
自殺関係勉強

会（月１回） 

 発達障害勉強

会（月１回） 

 
年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  / SR2・３前年研修報告書提出  
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指導医の指導実績報告提出  
エッセンスカンファレンス 

５月 エッセンスカンファレンス 
６月 日本精神神経学会学術総会参加  

日本老年医学会参加（任意） 
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
中国六大学研修会参加 
日本うつ病学会参加（任意） 
岡山臨床精神研究会参加参加 

９月 日本生物学的精神医学会参加（任意） 
１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・３研修中間報告書提出 
日本児童青年医学会参加（任意）  

１１月 日本臨床精神神経薬理学会参加（任意） 
中国四国精神神経学会参加・演題発表 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 岡山臨床精神研究会参加 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  
日本統合失調症学会（任意） 

 
連携施設⑤：まな星クリニック 

 月 火 水 木 金 土 
9:00 

~12:30 
外来診療 
 
 
 

外来診療 
 
 

就学前自閉症

療育（3 歳児） 
 
市保健所 
乳幼児こころ

の相談 
(月 1 回) 

文書業務 
文献検索 

外来診療 
 
 
児童相談所 
精神科相談 
（月 1 回） 

外来診

療 
(隔週) 

ミーティ

ング 

13:30 
~18:00 

外来診療 
 

外来診療 
 

17:30~ 
症例検討会

（隔週） 

外来診療 岡山県精神

科医療セン

ター 
(児童思春

期病棟) 

就学前自閉

症療育(4･5
歳児) 
15:30~ 
外来診療 
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年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  / SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  

６月 日本精神神経学会学術総会参加  
日本小児精神神経学会 
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
岡山臨床精神研究会 
発達障害児（者）支援医師研修会 

８月 ストレスマネジメント研修会 
１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・３研修中間報告書提出 
日本児童青年精神医学会 

１１月 日本小児精神神経学会 
中国四国精神神経学会 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 岡山臨床精神研究会 

発達障害児（者）支援医師研修会 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  
日本ＡＤＨＤ学会 

 
連携施設⑥：きのこエスポアール病院 

 月 火 水 木 金 
午前

9:00-13:00 
外来 
（新患，再来） 

病棟回診 外来 
（新患，再来） 

外来 
（隔週．新患，

再来） 

病棟回診， 
昼カンファ 
（月 2-3 回） 

午後

15:00-17:00 
病棟回診 病棟回診 

退院支援会議 
訪問診療 病棟回診 病棟回診 

17:00 新患カンファ  新患カンファ 
当直（週１回） 
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年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始 / SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  
講義（初任者研修，治療概論） 

６月 日本精神神経学会学術総会参加  
日本神経病理学会参加（任意）日本老年精神医学会参加（任意） 
認知症研修会 in 米子参加（任意） 
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
神経変性疾患領域の基盤的調査研究班 夏のワークショップ（任意） 

９月 岡山精神医療懇話会（任意） 
１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・３研修中間報告書提出 
日本認知症学会参加（任意） 

１１月 日本神経病理学会中国四国部会参加（任意） 
臨床神経病理懇話会（任意） 中国四国精神神経学会参加（任意） 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 岡山精神医療懇話会（任意） 

岡山県精神科医療センター 認知症疾患講義シリーズ（任意） 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  
南岡山医療センター神経内科 臨床病理カンファレンス（CPC．任意） 

 
連携施設⑦：希望ヶ丘ホスピタル 

 月 火 水 金 土 
午前 病棟ミーティング 

新患外来陪席 
病棟ミーティング 
外来陪席 
又は 
老健施設 

病棟ミーティング 
新患外来陪席 

病棟ミーティング 
専門外来陪席 

病棟ミーティング 
専門外来陪席 

午後 病棟業務 
デイケア 

病棟業務 
又は 
訪問看護同行 
又は 
往診 

病棟業務 
作業所 

専門外来陪席 
病棟業務 

病棟業務 
又は 
心理教育プログラ

ム 

夜   医局カンファレン

ス 
 レクチャー 
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年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  
SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  

５月 日本神経学会参加（任意） 
６月 日本精神神経学会学術総会参加  

日本老年精神医学会参加（任意） 
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
中国六大学研修会参加（任意） 日本うつ病学会参加（任意） 
岡山臨床精神研究会参加（任意） 

９月 日本生物学的精神医学会参加（任意） 
美作精神医療研究会参加 

１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 
SR1・2・３研修中間報告書提出 
日本児童青年医学会参加（任意）  

１１月 日本臨床精神神経薬理学会参加（任意） 
中国四国精神神経学会参加・演題発表 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 岡山臨床精神研究会参加（任意） 
３月 SR1・2・３研修報告書 / 研修プログラム評価報告書の作成  

日本統合失調症学会参加（任意） 
日本心理教育家族教室ネットワーク全国集会参加（任意） 
美作精神医療研究会参加 

 
連携施設⑧：積善病院 
 月 火 水 木 金 
午前 朝礼 

外来業務 
外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 

午後 病棟業務 
講義 

病棟業務 
講義 

病棟業務 
講義 

講義 
施設見学 

病棟業務 
講義 
症例発表 
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年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始 / SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  

６月 日本精神神経学会学術総会参加  
研修プログラム管理委員会開催 

７月 同門会臨床集談会参加 
中国六大学研修会参加 
日本うつ病学会参加 
岡山臨床精神研究会参加 

１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 
SR1・2・３研修中間報告書提出 

１１月 中国四国精神神経学会参加・演題発表 
１２月 同門会臨床集談会参加 

研修プログラム管理委員会開催 
１月 岡山県精神科医会講演会 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成 
 
連携施設⑨：東古松サンクト診療所 

 月 火 水 木 金 
午前 外来 往診 往診 外来 外来 
午後 外来 往診 外来 外来 往診 

夜   脳波勉強会 
医局会 

抄読会 
症例検討会 

 

 
年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始 / SR2・3 前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  
エッセンスカンファレンス 

５月 エッセンスカンファレンス 
６月 日本精神神経学会学術総会参加  

研修プログラム管理委員会開催 
アルコール依存症臨床医等研修 
テーマ別カンファレンス 

７月 同門会臨床集談会参加 
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依存症研修会 
テーマ別カンファレンス 

８月 認知行動療法研修 
デイケア・訪問往診等地域医療研修会 
テーマ別カンファレンス 

９月 研究倫理講習会 
クロザピン治療研究会 
テーマ別カンファレンス 

１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 
SR1・2・３研修中間報告書提出 
児童思春期精神医学研修会 
テーマ別カンファレンス 

１１月 アルコール依存症臨床医等研修 
マトリックスモデル研修会 
うつ病の認知療法・認知行動療法ワークショップ 
弁証的行動療法(DBT)とマインドフルネス研修会 
テーマ別カンファレンス 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 
司法精神医学研修 
テーマ別カンファレンス 

１月 岡山県精神科医会講演会 
児童虐待支援者研修会 
テーマ別カンファレンス 

２月 動機付け面接研修会 
研究倫理講習会 
テーマ別カンファレンス 

３月 SR1・2・３研修報告書  
研修プログラム評価報告書の作成  
認知行動療法研修 
テーマ別カンファレンス 

その他 
精神科関連の学会、国立精神神経医療研究センターでの研修会等を通じた研修を積極的に

おこなう。 
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連携施設⑩：沖縄県立宮古病院 
 月 火 水 木 金 

7：30 
～8：30 

（全科カンファ） （全科カンファ） （全科カンファ） （全科カンファ） （全科カンファ） 

8：30 
～8：45 

病棟申送り・ 
行動制限者カン

ファ 

病棟申送り・ 
行動制限者カン

ファ 

病棟申送り・ 
行動制限者カン

ファ 

病棟申送り・ 
行動制限者カン

ファ 

病棟申送り・ 
行動制限者カン

ファ 
8：45 
～9：00 

全部署連絡会 全部署連絡会 全部署連絡会 全部署連絡会 全部署連絡会 

午前 
担当患者の 
再診外来 

訪問診療 m-ECT 新患外来 病棟回診 

午後 

病棟業務 訪問診療または

精神保健相談（保

健福祉事務所） 
病棟業務 

院内リエゾン新

患当番 担当患者の 
再診外来 精神科診療（ハン

セン病施設） 
精神科デイナイ

トケア 

17：15 
以降 

17-18 医局会 
連絡会（市・保健

福祉事務所・警

察・各社会資源） 
 精神科救急オン

コール（1st-call） 

外来終わり次第、

精神科 
ミーティング（症

例検討等） 

・専攻医および指導医の都合により曜日等が変更になることがあります。 
・医局会、連絡会等は、月１回程度の開催です。 
・精神科救急オンコールは、専攻医が精神保健指定医でない場合、必ず精神保健指定医が 2nd-call と
して付きます。 

 
年間スケジュール 
４月 オリエンテーション  

SR1 研修開始  
SR2・３前年研修報告書提出  
指導医の指導実績報告提出  
宮古島トライアスロン大会（院内全科救護体制・離島災害訓練を兼ねる） 

５月 琉球大学精神科同門会（希望者のみ） 
沖縄県公務員医師会総会（希望者のみ） 

６月 日本精神神経学会学術総会参加  
研修プログラム管理委員会開催 
沖縄戦慰霊祭（希望者のみ） 

７月 同門会臨床集談会参加 
日本総合病院精神医学会有床フォーラム（希望者のみ） 
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８月 全国自治体病院精神科特別部会（希望者のみ） 
９月 旧暦八月踊り（希望者のみ） 
１０月 岡山県精神科医会講演会（うつの日を知る講演会） 

SR1・2・３研修中間報告書提出 
病院祭 

１１月 精神科ハートフェア 
日本総合病院精神医学会総会学術集会（希望者のみ） 

１２月 同門会臨床集談会参加 
研修プログラム管理委員会開催 

１月 岡山県精神科医会講演会 
２月 沖縄精神神経学会学術集談会（希望者のみ） 
３月 SR1・2・３研修報告書  

研修プログラム評価報告書の作成  
その他 
精神科関連の学会、国立精神神経医療研究センターでの研修会等を通じた研修を積極的に

おこなう。 
 
連携施設⑪：関西青少年サナトリューム 
 月 火 水 木 金 
8：50
〜

12:00 

症例検討会 
 
病棟業務 

修正型電気 
けいれん療法 
 
病棟業務 

デイケア 
カンファレンス 
 
病棟業務 

病棟業務 修正型電気 
けいれん療

法 
 
病棟業務 

13:00
〜

17:00 

病棟業務 外来業務 病棟業務 病棟業務 
 
病棟カンファレンス 

病棟業務 

17:00
〜 

18:30 

医局会     

18:30 
〜 

20:00 

抄読会 
（不定期） 

    

 
年間スケジュール 
４月 オリエンテーション 指導医の外来初再診・病棟診に陪席 
５月 外来初再診・病棟診・ｍ－ECT（指導医のバックアップあり） 
６月 外来初再診・病棟診・ｍ－ECT（指導医のバックアップあり） 
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日本精神神経学会に出席 
７月 外来初再診・病棟診・ｍ－ECT（指導医のバックアップあり） 
８月 外来初再診・病棟診（指導医のバックアップあり） 
９月 外来初再診・病棟診（指導医のバックアップあり） 
１０月 院内学会で発表 
１１月 外来初再診・病棟診・クロザリル使用の実務（指導医のバックアップあり） 
１２月 外来初再診・病棟診・クロザリル使用の実務（指導医のバックアップあり） 
１月 外来初再診・病棟診・クロザリル使用の実務（指導医のバックアップあり） 
２月 外来初再診・病棟診（指導医のバックアップあり） 
３月 外来初再診・病棟診（指導医のバックアップあり） 
 


