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プログラム担当者氏名：竹島 正浩
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専攻医の募集人数：10人
応募資格

初期臨床研修終了予定の2年目の研修医および初期臨床研修を既に
終了した医師．性別・年齢は不問です．

応募・登録方法
日本精神神経学会のホームページより専攻医登録サイトにアクセ
スして、プログラムにご応募ください．（年度によって応募方法
が変わる可能性があります）

選考方法：
当科教授、准教授、医局長による面接を行います．結果は日本専
門医機構の専門研修プログラムシステムでご確認ください．



I 専門研修の理念と使命



1. 専門研修プログラムの理念
• 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
• 患者さんの人権を尊重し、精神・身体・社会・倫理の
各面を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、国民に
良質で安全で安心できる精神医療を提供することを使
命とします．



3. 専門研修プログラムの特徴
• 本プログラムは基幹施設である秋田大学医学部附属病
院（以下、秋田大学病院）と20の連携施設（秋田県19
施設、岩手県1施設）により構成される精神科専攻医プ
ログラムです．

• 総合病院と専門病院の両者における研修、精神科救急
拠点病院における研修、地域医療を支える病院での研
修、リサーチマインドを涵養する研修が本プログラム
の特徴です．専攻医が希望すれば、任意のタイミング
で社会人大学院に入学することもできます．



3. 専門研修プログラムの特徴
• 研修1年目は研修基幹施設である秋田大学病院において精神医療の基

本を学びます．秋田大学医学部附属病院は全県の身体合併症拠点で
もあるため、幅広い症例と治療場面を経験することができます．ま
た、同院では修正電気けいれん療法（m-ECT）やクロザピンなど、
難治性や治療抵抗性の精神疾患に対する高度な治療を経験すること
ができます．

• 秋田大学病院に在籍中、地域医療を学ぶために地域専門病院におい
ても週8時間研修します．対象となる地域専門病院は中央地区の秋田
回生会病院、秋田東病院、秋田緑ヶ丘病院、今村病院、笠松病院、
加藤病院、協和病院、杉山病院、清和病院および県南地区の象潟病
院、菅原病院です．いずれも地元に根ざし長期に渡って地域精神科
医療を支えてきた病院です．中央地区の9施設と象潟病院、菅原病院
は秋田県精神科救急医療システムに参加しております．



3. 専門研修プログラムの特徴
• 研修2年目は精神科救急拠点病院である県北地区の能代厚生医
療センターや大館市立総合病院、中央地区の市立秋田総合病院、
県南地区の横手興生病院や市立大曲病院、全県拠点病院である
県立リハビリテーション精神医療センター、岩手県の南光病院
のいずれかで研修を行います．

• とくに市立秋田総合病院、能代厚生医療センター、大館市立総
合病院は総合病院として精神科救急および身体合併症拠点病院
の役割を担っており、そこでは幅広い症例が経験できます。市
立大曲病院は地域医療だけではなく、地域の中核総合病院にお
いてリエゾンや緩和ケアの診療応援を行っております．



3. 専門研修プログラムの特徴
• 研修3年目はすべての研修連携施設が研修の候補施設となりま
す．前述の施設群に加え、総合病院として緩和医療や外来治療、
合併症治療やリエゾンなどを幅広く経験できる中通総合病院や
秋田赤十字病院でも研修が可能です．



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： 64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 3360 1552
Ｆ1 591 206
Ｆ2 4576 1961
Ｆ3 4576 801
Ｆ4 3803 232
Ｆ5 509 120
Ｆ6 242 45
Ｆ7 634 131
Ｆ8 320 21
Ｆ9 178 4



A. 研修基幹施設
秋田大学病院

⑪ 医療法人仁政会 杉山病院
⑫ 社会医療法人明和会 中通総合病院
⑬ 医療法人祐愛会 加藤病院
⑭ 医療法人緑陽会 笠松病院
⑮ 大館市立総合病院
⑯ 地方独立行政法人 市立秋田総合病院
⑰ 市立大曲病院
⑱ 医療法人荘和会 菅原病院
⑲ 医療法人薫風会 象潟病院
⑳ 岩手県立南光病院

B. 研修連携施設
① 医療法人回生会 秋田回生会病院
② 能代厚生医療センター
③ 秋田県立リハビリテーション・

精神医療センター
④ 秋田赤十字病院
⑤ 今村病院
⑥ 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院
⑦ 医療法人慧眞会 協和病院
⑧ 社会医療法人興生会 横手興生病院
⑨ 秋田東病院
⑩ 医療法人清風会 清和病院

２．連携施設名と各施設の特徴



A. 基幹施設：秋田大学
• 施設形態：大学附属病院
• 院長名：南谷 佳弘
• プログラム統括責任者氏名：
三島 和夫

• 指導責任者氏名：三島 和夫
• 指導医人数：（ 3 ）人
• 精神科病床数：（ 36 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 291 20

Ｆ１ 18 3

Ｆ２ 297 114

Ｆ３ 544 109

Ｆ４ 455 25

Ｆ５ 267 78

Ｆ６ 7 0

Ｆ７ 19 1

Ｆ８ 10 0

Ｆ９ 7 0



施設の特徴
• 精神病床36床を有する医学部付属病院である．隔離室を含め8床は個室

（うち1室は感染症対応）であり、身体合併症への対処のためのパイピン
グが施されている．また、４床室の全てにも同様の配管がなされており、
修正電気けいれん療法（m-ECT）後のリカバリなどに対応している．身体
合併症の全県拠点病院に指定されており、各科と連携しながら身体・精神
科治療を同時に行うことが可能である．

• 高度専門医療機関として、難治性精神障害に対するm-ECT、治療抵抗性統
合失調症に対するクロザピン療法を行っている．また、神経症性障害、児
童思春期症例や認知症、リエゾン精神医学、緩和医療、精神科救急（身体
合併症を含む）など、幅広い疾患と治療場面を経験できることも特徴であ
る．

• 研究に関しては、①睡眠状態誤認、②精神障害と認知機能、③大うつ病性
障害と過覚醒、④発達障害と眠気などに関する臨床研究が主なものであり、
豊富な症例のもとで臨床研究と臨床研修の並立が可能である．



B. 研修連携施設①
医療法人回⽣会 秋田回⽣会病院

• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：松本 康宏
• 指導責任者氏名：高橋 淳
• 指導医人数：（ 7 ）人
• 精神科病床数：（ 402 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 23 70

F1 18 22

F2 383 358

F3 315 69

F4 210 23

F5 10 1

F6 11 6

F7 50 15

F8 8 4

F9 2 1



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は精神病床200床、一般病床50床、療養病床50床で構成されている．精神病

床については100床が認知症専用病棟であり、一般精神医療は100床を使用して
いる．後者のうち、40床は急性期治療病棟である．

• 当院における精神医療の特徴としては、年余にわたる長期入院者はほとんどおら
ず、急性期、救急医療に力を入れていることが挙げられる．当院は県の精神科救
急医療システムの中で第三次機関に指定されており、365日、24時間体制で患者
を受け入れ、年間210例を超える救急入院がある．疾患としては、てんかん、双
極性障害が他院よりも多く、特にその診断、治療技術が蓄積されている．また、
認知症医療に関してはCT、MRI、SPECTによる画像診断を活用し、総合的診断が
可能な体制となっている．また、機能訓練部の50名前後の訓練関係職員を活用し、
積極的なリハビリテーションも行っている．

• 当院での研修により、一般的な急性期及び救急精神医療に関して実践を通じて深
く学ぶことと同時に認知症医療に関しても診断及びその治療、処遇に関して包括
的に学ぶことが可能である．



B. 研修連携施設②
能代厚⽣医療センター

• 施設形態：総合病院
• 院長名：太田原 康成
• 指導責任者氏名：齊藤 英知
• 指導医人数：（ 2 ）人
• 精神科病床数：（ 60 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 500 25

F1 100 12

F2 600 80

F3 300 40

F4 200 20

F5 100 5

F6 100 5

F7 40 5

F8 40 3

F9 10 0



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 身体合併症患者への対応、リエゾン・コンサルテーション：総合病院であるため、

身体合併症を有する患者へ対応したり、他科からの依頼に応じたりするケースが
しばしばある．こうしたケースに適切に対応する能力を習得できる．

• 精神科救急：県精神科救急医療圏の地域拠点病院となっており、精神運動興奮状
態、自殺企図、自傷行為など様々な救急患者に対応する技能を習得できる．

• 薬物・身体療法：難治例に対しては麻酔科と共同して修正型電気けいれん療法を
施行したり、血液内科医と連携してクロザピンによる治療を施行したりできる．

• デイケア・作業療法への関わり：デイケア・作業療法のスタッフ（作業療法士、
看護師など）とともにプログラムの評価、作成などに関わることができる．

• 心理検査・心理面接：臨床心理士と十分話し合い、適切な心理検査を施行し、そ
の結果について協議したり、心理面接を施行することができる．



B. 研修連携施設③
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：安部 俊一郎
• 指導責任者氏名：安部 俊一郎
• 指導医人数：（ 5 ）人
• 精神科病床数：（ 362 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 127 59
Ｆ１ 22 25
Ｆ２ 31 128
Ｆ３ 67 72
Ｆ４ 54 11
Ｆ５ 5 0
Ｆ６ 3 2
Ｆ７ 18 13
Ｆ８ 12 2
Ｆ９ 6 1



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は精神病床200床、一般病床50床、療養病床50床で構成されている．精神病

床については100床が認知症専用病棟であり、一般精神医療は100床を使用して
いる．後者のうち、40床は急性期治療病棟である．

• 当院における精神医療の特徴としては、年余にわたる長期入院者はほとんどおら
ず、急性期、救急医療に力を入れていることが挙げられる．当院は県の精神科救
急医療システムの中で第三次機関に指定されており、365日、24時間体制で患者
を受け入れ、年間210例を超える救急入院がある．疾患としては、てんかん、双
極性障害が他院よりも多く、特にその診断、治療技術が蓄積されている．また、
認知症医療に関してはCT、MRI、SPECTによる画像診断を活用し、総合的診断が
可能な体制となっている．また、機能訓練部の50名前後の訓練関係職員を活用し、
積極的なリハビリテーションも行っている．

• 当院での研修により、一般的な急性期及び救急精神医療に関して実践を通じて深
く学ぶことと同時に認知症医療に関しても診断及びその治療、処遇に関して包括
的に学ぶことが可能である．



• 施設形態：総合病院
• 院長名：小棚木 均
• 指導責任者氏名：高橋 裕哉
• 指導医人数：（ ２ ）人
• 精神科病床数：（ ０ ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 104 0
Ｆ１ 24 0
Ｆ２ 118 0
Ｆ３ 347 0
Ｆ４ 425 0
Ｆ５ 8 0
Ｆ６ 3 0
Ｆ７ 9 0
Ｆ８ 20 0
Ｆ９ 25 0

B. 研修連携施設④
秋田赤十字病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は、496床35診療科を有する総合病院で、県唯一の救命救
急センターを持つ．また、県から委託された周産期母子医療セ
ンター、神経病センターも擁し、緩和ケアチームと病棟カン
ファランス、腎センター（透析センター）、自殺未遂患者、小
児科との合同カンファランスなど、豊かな症例を経験でき、か
つコンサルテーション・リエゾン精神医学のさまざまな実際も
体験できる．

• 臨床心理士が常勤2名、非常勤1名所属し、いずれも18歳以下の
思春期・児童（特に発達障碍）の経験が可能である．診察、カ
ウンセリングを協働して症例検討もすることで臨床の力をつけ
ることもできる．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：稲庭 千弥子
• 指導責任者氏名：稲庭 千弥子
• 指導医人数：（ 4 ）人
• 精神科病床数：（ 223 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 387 294
Ｆ１ 34 28
Ｆ２ 310 282
Ｆ３ 10 24
Ｆ４ 3 6
Ｆ５ 8 24
Ｆ６ 2 3
Ｆ７ 154 35
Ｆ８ 0 3
Ｆ９ 0 0

B. 研修連携施設⑤
今村病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院では、症状性を含む器質性精神障害や、統合失調症・統合失調症型障害及び妄想性

障害、気分障害などの疾患に対する診療を行っている．また、内科（神経内科、消化器、
呼吸器、循環器、代謝科など）、整形外科、リハビリテーション科、心臓血管外科、脳
外科などの協力を得て、合併症症例やリエゾン症例、地域医療などの診療場面を経験す
ることができる．

• 地域医療としては、保健所の嘱託医として保健師と一緒の訪問が医療保険の往診以外に
もあり、さらに知的障害者の施設・精神障害者の施設・高齢者施設の嘱託医にもなって
いるため、施設への往診も多い．

• 通院・生活訓練・精神デイケア利用者には高齢化した合併症の多い精神障害者・重複障
害者が多く、栄養食事療法への関わり・精神科以外の専門医の協力・リハビリテーショ
ン専門職（PT・OT・ST）との関わりがより強化されている。健康運動療法士やレクリ
エーションワーカーなどの専門職の協力も得て、チームアプローチにより診療やサポー
トを行っている．

• 若年者に対しては、特別支援学校との協力や臨床心理士がスクールカウンセラーとして
関与する中でチームとして関わっている．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：高橋 賢一
• 指導責任者氏名：齊藤 靖
• 指導医人数：（ 5 ）人
• 精神科病床数：（ 388 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 54 72
Ｆ１ 13 14
Ｆ２ 353 276
Ｆ３ 212 64
Ｆ４ 93 12
Ｆ５ 2 1
Ｆ６ 6 3
Ｆ７ 5 5
Ｆ８ 3 1
Ｆ９ 2 0

B. 研修連携施設⑥
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院はデイケア，訪問看護ステーションを併設する総病床数388床（精神

科急性期治療病棟46床、特殊疾患病棟52床、認知症治療病棟50床、精神
療養病棟240床）の精神科病院で，病院周辺にはグループホーム，指定相
談支援事業所ならびに就労継続支援事業所などの多様な社会復帰施設も備
えており，『友情を図り，「生きる喜び」と「希望」を育み,「安全・安
心・信頼」の医療を実現します。』という病院理念のもとで個々の患者さ
んのニーズに合った多様な精神医療福祉サービスを提供している．

• 主に対象とする疾患は総合失調症、感情障害、ストレス関連障害、認知症
疾患である．特に近年は、急性期治療病棟の８床をストレス・ケアに充て、
また認知症疾患治療センターを開設するなど、これらの疾患群に対する医
療体制を拡充した．

• この様に充実した環境のもとで、外来診療はもとより急性期入院治療から
リハビリテーションに至るまでの抱括的な精神科臨床を通して、総合的に
精神医療を研修することが可能である．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：安部 俊一郎
• 指導責任者氏名：安部 俊一郎
• 指導医人数：（ 5 ）人
• 精神科病床数：（ 362 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 127 59
Ｆ１ 22 25
Ｆ２ 31 128
Ｆ３ 67 72
Ｆ４ 54 11
Ｆ５ 5 0
Ｆ６ 3 2
Ｆ７ 18 13
Ｆ８ 12 2
Ｆ９ 6 1

B. 研修連携施設⑦
社会医療法人興⽣会 横手興⽣病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 秋田県南に位置し、秋田県精神科救急医療の県南の地域拠点病院として、

夜間・休日を含め年365日の稼働を継続し運営している．当院は48床の精
神科救急病棟を含め362床の病床を有し、平成21年4月社会医療法人に認
定されている精神科単科病院である．

• 精神科救急、児童精神医学（主に外来）、依存症の他、精神鑑定、医療観
察法（指定通院医療機関）も含め司法精神医学にも取り組んでいる．また、
アルコールミーティング（断酒会連携）、訪問看護（アウトリーチ）、保
健所精神相談、生活訓練施設、就労（ジョブコーチ）など症例の治療を経
験することができる．更に精神障害者の全国障害者スポーツ大会、市民交
流バレー、家族会、ボランティア活動を含めて、地域の精神保健福祉活動
にも注力している．

• これまで、精神保健指定医の取得者も平成9年～平成27年末までの期間に、
計12名の取得実績をあげている．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：関根 篤
• 指導責任者氏名：関根 篤
• 指導医人数：（ 4 ）人
• 精神科病床数：（ 120 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 84 54
Ｆ１ 25 11
Ｆ２ 94 91
Ｆ３ 170 62
Ｆ４ 120 16
Ｆ５ 6 5
Ｆ６ 6 0
Ｆ７ 36 7
Ｆ８ 16 0
Ｆ９ 36 0

B. 研修連携施設⑧
医療法人慧眞会 協和病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は精神科医及び高齢者医療を主とした地域の中核病院である．サテラ

イトクリニック及び介護施設を併設している．児童思春期から高齢者まで
幅広く臨床経験をつむことができる．

• 外来では、発達障害外来、睡眠相談外来、お薬相談外来など専門外来を立
ち上げている．

• 入院では、急性期から慢性期リハビリまで対応しており、最近では長期入
院の退院支援リハビリに力を入れている． また、精神障害者または認知
症アウトリーチ（訪問支援）を行っており、徐々に実績を上げている．

• さらに、当院では、抗精神病薬単剤化率が80％前後であり、薬剤師の回診
同伴など適切な薬物治療を推進している． ”家族の様に大切な存在”を病
院メッセージとして、人を大切にする医療を目指している．

•



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：豊田 洋
• 指導責任者氏名：豊田 洋
• 指導医人数：（ 3 ）人
• 精神科病床数：（ 140 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 3 123

F1 0 0

F2 1 22

F3 3 5

F4 1 1

F5 0 0

F6 2 11

F7 0 8

F8 0 0

F9 1 0

B. 研修連携施設⑨
秋田東病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院では入院治療を中心に行っており、外来治療は関連の精神科クリニッ

クが担当している．当院の入院においては認知症疾患と老年期の精神病疾
患が大半を占めており、老年期症例が中心となっている．精神病疾患とし
ては慢性期の統合失調症が中心となる．認知症治療病棟では生活機能回復
訓練に力を入れることで地域での生活への復帰を目指し、また、精神療養
病棟では精神科作業療法、生活技能訓練に取り組み地域社会での生活への
移行を目指している．

• また、当院では精神科救急輪番も担当しており、上記以外の症例への対応
も行っている．さらに関連の精神科クリニックでは多彩な年齢層のICD F3, 
F4, F8, F9群への対応が中心となっており、少数ながら当院でその入院治療
も行っている．

•



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：藤枝 信夫
• 指導責任者氏名：藤枝 信夫
• 指導医人数：（ 2 ）人
• 精神科病床数：（ 133 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 10 105

F1 1 3

F2 24 30

F3 12 15

F4 11 16

F5 30 0

F6 3 0

F7 70 10

F8 6 0

F9 0 0

B. 研修連携施設⑩
医療法人清⾵会清和病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は入院病床133床を有する単科の精神科病院である．単科の精神科病院とし

ては珍しく、透析センター（25床）を有しているため、一般的な精神科の外来・
入院症例の他に、精神科疾患に慢性腎臓病を合併した症例を経験することが可能
である．さらに、秋田県精神科救急医療体制の輪番制当番病院に登録しているた
め、秋田市周辺精神科救急医療圏における輪番当直を体験出来る．

• 秋田市の精神科救急において高次の救急医療機関の指定を受けている市立秋田総
合病院と連帯関係にあるため、救急入院患者の亜急性期の症例を経験出来る．外
来では一般外来のほかに、精神科訪問診療にも力を入れているため、通院困難な
症例に対する往診医療を体験出来る．

• さらに、社会福祉法人秋田育明会と精神科領域に関し提携をしているため、障害
者支援施設「柳田竹生寮」の症例を通して、てんかん、自閉症症例の成人症例を
経験出来る．

• 最後になりますが、当院の院長は精神科産業医として秋田市内の数ヵ所の事業所
で活動しているため、うつ状態となった労働者の復職を中心とした症例を経験す
ることが可能である．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：渡邊 浩
• 指導責任者氏名：杉山 和
• 指導医人数：（ 3 ）人
• 精神科病床数：（ 136 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 71 14

F1 19 1

F2 126 23

F3 81 5

F4 0 0

F5 0 0

F6 0 0

F7 0 0

F8 0 0

F9 0 0

B. 研修連携施設⑪
医療法人仁政会 杉⼭病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は精神科136床、内科療養病床144床を合わせた280床を有する医療法

人病院である．（精神療養病棟の開放42床・閉鎖44床、認知症治療病床
55床）

• 主に統合失調症、気分障害、アルコール・薬物等依存、認知症などの治療
にあたっている．



• 施設形態：一般総合病院精神科
• 院長名：鈴木 敏文
• 指導責任者氏名：沓澤 理
• 指導医人数：（ 1 ）人
• 精神科病床数：（ 6 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 252 1

F1 175 0

F2 64 2

F3 252 22

F4 648 1

F5 19 0

F6 6 0

F7 15 0

F8 26 0

F9 11 0

B. 研修連携施設⑫
社会医療法人明和会 中通総合病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は病床数450床、25診療科を有する総合病院であり、多彩
な疾患、症例を経験することが可能である．

• リエゾンコンサルテーションでは身体合併症を併存する精神疾
患に対する対応において、他科の医師をはじめとする多職種の
スタッフとどのように連携をとっていくのかを学ぶことができ
る．

• 緩和ケアチームに参加し、がん医療における精神医学的なアプ
ローチに関して学び経験を積むことが可能である．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：加藤 倫紀
• 指導責任者氏名：加藤 倫紀
• 指導医人数：（ 4 ）人
• 精神科病床数：（ 160 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 27 36
Ｆ１ 2 7
Ｆ２ 11 33
Ｆ３ 20 11
Ｆ４ 75 15
Ｆ５ 1 2
Ｆ６ 0 0
Ｆ７ 0 0
Ｆ８ 0 0
Ｆ９ 0 0

B. 研修連携施設⑬
医療法人祐愛会 加藤病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は秋田市郊外の小規模精神科病院である．比較的急性期を扱う精神一

般病棟45床、認知症を専門とする認知症疾患治療病棟55床、慢性期を主
な対象とする精神療養病棟60床からなる．

• ここ数年は、秋田大学精神科で研修の前半を修了された若手医師に措置入
院等、比較的大学で経験の難しい症例の取得に協力させて頂いている．

• 学会参加や、研究日についても協力可能である．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：金山 隆夫
• 指導責任者氏名：金山 隆夫
• 指導医人数：（ ２ ）人
• 精神科病床数：（ 192  ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 0 10
Ｆ１ 0 32
Ｆ２ 162 192
Ｆ３ 87 68
Ｆ４ 24 22
Ｆ５ 2 1
Ｆ６ 1 0
Ｆ７ 2 18
Ｆ８ 0 1
Ｆ９ 0 0

B. 研修連携施設⑭
医療法人緑陽会 笠松病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は一般精神科治療を行う精神科単科病院で開放・閉鎖病棟
を有しており、主治医性をとっている為、外来から入院、さら
に退院後のフォロー等がシームレスに経験することが出来る．

• 研修中は指導医及びその他の医師(指定医)による個人指導や集
団でのカンファレンスや評価を行い、指導医取得や専門医試験
受験資格獲得の援助する．



• 施設形態：公的総合病院
• 院長名：吉原 秀一
• 指導責任者氏名：佐藤 靖
• 指導医人数：（ 1 ）人
• 精神科病床数：（ 60 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 88 19
Ｆ１ 35 24
Ｆ２ 207 70
Ｆ３ 151 32
Ｆ４ 172 24
Ｆ５ 17 3
Ｆ６ 20 3
Ｆ７ 25 8
Ｆ８ 50 0
Ｆ９ 68 0

B. 研修連携施設⑮
大館市立総合病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は一般病床 375 床、精神科閉鎖病棟 60 床を有している大館市の中核

的総合病院である。平成 28 年10 月に認知症疾患医療センターをオープン
し、地域の認知症診療拠点として機能している．

• またがん診療拠点病院でもあり緩和ケアチームに属し、多職種カンファレ
ンスでのケースフォーミュレーションなど豊富な治療経験を積むことがで
きる。さらにはコンサルテーション・リエゾン医学では、せん妄や認知症
を主とした多彩な器質性精神疾患についての症例を経験する事ができる．

• その他、大館・鹿角地域唯一の精神科救急拠点病院として精神科救急はも
ちろん、難治性統合失調症患者に対するクロザピンによる薬物治療も実施
可能であるなど、地域の重篤な患者を積極的に受け入れている．電気けい
れん療法を行う事も可能である．



• 施設形態：公的総合病院
• 院長名：伊藤 誠司
• 指導責任者氏名：内藤 信吾
• 指導医人数：（ 2 ）人
• 精神科病床数：（ 60 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 570 80
Ｆ１ 35 19
Ｆ２ 526 82
Ｆ３ 862 85
Ｆ４ 750 16
Ｆ５ 17 3
Ｆ６ 20 0
Ｆ７ 25 7
Ｆ８ 50 0
Ｆ９ 68 1

B. 研修連携施設⑯
地方独立行政法人 市立秋田総合病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は、一般病床398床、精神科病床60床を有する秋田市の中核的総合病院であ

る．更に、秋田市内で精神科閉鎖病棟を有する唯一の総合病院である。診療科は
25科に及び、第二次救急指定病院でもあるので、精神科疾患に限らず身体疾患に
おいても多彩な症例を経験する事が可能である．

• 当院の特徴として各科には県内のオピニオンリーダーが多数在籍しており、また
各科の敷居が低く気軽に他科医師とのやり取りが可能であり、身体疾患への知識
を深める事も出来る．他科からのコンサルテーション。リエゾン依頼は多数に及
び、特に認知症・せん妄など精神的問題を合併する高齢者に対する精神科的アプ
ローチを学ぶ絶好の機会に恵まれている．また、緩和ケアチームに参加し、がん
医療における精神科的治療経験を積むことも可能である．



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当科の診療範囲は広範囲に及ぶ．従来の精神科の代表疾患であった気分障害や精

神病圏、神経症圏は言うに及ばず、人口動態の高齢化の影響もあり認知症や症
状・器質性精神障害を診療する割合が増加している．特に認知症領域に関しては
「もの忘れ外来」を開設しており、検査機器や臨床心理士などのスタッフも充実
しており、加えて神経内科・脳神経外科との相互診療も可能であり、充実した診
療体制を敷いている．

• また、最近増加している発達障害圏に造詣が深い医師・臨床心理士が在籍してお
り、学習の機会に恵まれている．ｍ−ＥＣＴやクロザピン、認知行動療法などの
他院では施行できない治療が可能である事、秋田県内初である精神科リエゾン
チームを有している事も追記する．

• 最後に当院の最も特徴的な部分は、身体合併症を有する精神障害患者の診療に長
けている点である．特に身体状態の変化による精神状態悪化時の対応などを研鑽
する機会は、秋田県内最多であると思われる．



• 施設形態：公立単科精神科病院
• 院長名：大谷 和生
• 指導責任者氏名：大谷 和生
• 指導医人数：（ 2 ）人
• 精神科病床数：（ 120 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）

B. 研修連携施設⑰
市立大曲病院

疾患 外来患者数
（年間）

入院患者数
（年間）

Ｆ０ 351 105
Ｆ１ 25 9
Ｆ２ 272 87
Ｆ３ 292 69
Ｆ４ 114 11
Ｆ５ 8 0
Ｆ６ 22 0
Ｆ７ 63 3
Ｆ８ 0 1
Ｆ９ 0 1



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は全国でも数少ない市立の単科精神科病院であり、地域密
着型の精神医療を志している．利便性の良い立地で精神科病棟
70床と認知症治療病棟50床を有しており、地域の統合失調症圏
や気分障害圏の方々のみならず、増加している認知症の方々へ
の対応に力を入れている．行政をはじめ地域の関係他職種とも
連携を密にしつつ、地域の認知症対策にも取り組んでおり、認
知症関連の啓蒙活動や相談、診断・治療からマネジメントにい
たるまでのプロセスを経験できる．

• また、地域中核総合病院と密接に連携しており、精神科リエ
ゾンや緩和ケアなどの診療応援にも携わっています。このため
通常の単科精神科病院の枠を超え、幅広い臨床経験を積むこと
が期待できる．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：菅原 和彦
• 指導責任者氏名：菅原 和弘
• 指導医人数：（ 1 ）人
• 精神科病床数：（ 200 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 510 106
Ｆ１ 43 10
Ｆ２ 251 33
Ｆ３ 250 17
Ｆ４ 148 6
Ｆ５ 3 0
Ｆ６ 3 0
Ｆ７ 182 15
Ｆ８ 31 2
Ｆ９ 22 5

B. 研修連携施設⑱
医療法人荘和会 菅原病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院は、精神科一般病棟50床、精神科急性期治療病棟50床、精神科療養

病棟(2病棟)100床を有する特定医療法人の精神科単科病院で、急性期から
慢性期治療、リハビリテーションと幅広く精神障害者の社会復帰に取り組
んでおります．

• 措置入院への対応および医療観察保護法指定通院病院の役割を遂行し、か
つ精神科訪問看護、デイケア、障害者自立支援センター、共同生活援助、
就労継続支援B型などにも力を入れています．

• また、認知症疾患医療センターを開設し、地域の認知症診療拠点として機
能しております．さらに、秋田県精神科救急医療体制の輪番制当番病院に
登録しているため、輪番当直を経験できます．

• 当院の理念は「笑顔のためにこれからも 地域と共に歩む 精神医療を目
指します」です．このために、患者様・御家族への対応だけではなく、地
域の皆様へ精神科疾患への理解とご協力をお願いするため、地域交流会で
種々の催しや講演、市民講座なども行っております．



• 施設形態：私的単科精神科病院
• 院長名：曽我 正人
• 指導責任者氏名：竹島 強
• 指導医人数：（ 1 ）人
• 精神科病床数：（ 162 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

Ｆ０ 25 42
Ｆ１ 8 13
Ｆ２ 76 97
Ｆ３ 65 15
Ｆ４ 28 5
Ｆ５ 0 0
Ｆ６ 6 0
Ｆ７ 72 10
Ｆ８ 0 0
Ｆ９ 0 0

B. 研修連携施設⑲
医療法人薫⾵会 象潟病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 当院はにかほ市唯一の精神科病院であり、162床の精神病床を
有する。保護室6床を有するため、急性期の症例を多数経験す
ることができる上、措置入院の受け入れも可能である．

• 秋田県の郡部にあるため認知症症例も多数受け持つことができ、
関連施設の老人保健施設やグループホームと連携して診療を行
うことができる．

• アルコール依存症や薬物依存症患者も多数通院しており、中毒
性精神障害の症例も経験できる．



• 施設形態：公的単科精神科病院
• 院長名：土屋 輝夫
• 指導責任者氏名：高橋 浩二
• 指導医人数：（ 5 ）人
• 精神科病床数：（ 382 ）床

• 疾患別入院数・外来数（年間）
疾患 外来患者数

（年間）
入院患者数
（年間）

F0 203 25

F1 90 13

F2 1370 180

F3 626 91

F4, F50 417 30

F4, F7, F8, 
F9 F50

954 46

F6 26 5

その他 310 3

B. 研修連携施設⑳
岩手県立南光病院



施設としての特徴（扱う疾患の特徴等）
• 一関市を中心とした県南地域の精神科拠点病院として、岩手県精神科救急

医療体制において県南地域の常時対応施設及び医療観察法（通院医療機
関）に指定されている．当院では精神科救急医療としての急性期入院治療
病棟（48床）をはじめ、地域医療として訪問看護、デイケア等が充実して
おり、アルコール、児童思春期症例まで幅広い経験が可能である．

• 隣接して岩手県立磐井病院（総合病院）にあることから、リエゾン・コン
サルテーション精神医学の体験が可能である。その他、治療抵抗性患者に
対するクロザピン療法や持効注射製剤などによる薬物療法にも積極的に取
り組んでおり、修正型電気けいれん療法も行っている．

• 地域との連携関係は「両磐精神医療連絡会」を主催して“顔の見えるネッ
トワーク”を構築しており、地域の関係機関と良好な関係のもと地域移行
を積極的に行っている．



３．研修プログラム
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
識を習得する． 研修期間中に以下の領域の知識を広く学ぶ必要
がある．

• 「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」．



３．研修プログラム
各年次毎の到達目標
• 1年目：指導医のもとで、統合失調症、躁うつ病、てんかんなど精神科領域における代表

的な疾患の診察と治療にあたる．この際、問診の取り方、診断、検査、治療計画、適切
な薬物療法などの基本を学ぶ．また、院内リエゾンを通してベッドサイドでの患者評価、
せん妄などに対する薬物療法の選択についても経験を積む．適切な症例があれば、地方
会で症例報告などの学会発表を行う．

• 2年目：主に精神科救急指定病院にて、精神科救急医療を学ぶ．指導医のもとで、より積
極的に急性期のファーストタッチから治療導入、患者主治医間の良好な関係作り、退院
へ向けてのケースワークや社会資源の利用なども含め、自らの力で考え深めた治療計画
を実行する．適切な症例があれば、全国規模の学会でポスターセッションやオーラル
セッションでの発表を行う．

• 3年目：1～2年目で学んだことをブラッシュアップさせ、指導医から自立し、単身で診
察・診断・治療が可能となる．個々の希望に応じ、地域専門病院、総合病院、救急指定
病院での研修を行う．研修病院の特徴や地域医療の実際を理解し、今までの経験を生か
し積極的に関わっていく．適切な症例があれば、症例報告などの論文投稿を行う．なお、
指定医の取得に必要な症例をも確実に経験できるよう、研修施設群と調整する．



３．研修プログラム
2) 研修カリキュラムについて
• 研修カリキュラムは「専攻医研修マニュアル」（別紙）と「研
修記録簿」（別紙）を参照．



３．研修プログラム
3) 個別項目について
① 倫理性・社会性
• 倫理性に関しては、基幹施設にて他科の専攻医とともに施行される研修会

を受講して学ぶ．また、学会に参加し専門医共通講習や学会e-learningな
ども受講し、理解を深める．

• 社会性に関しては、精神科救急やリエゾンを通し、他院の精神科医や一般
科医のみならずコメディカルとのやりとりやディスカッションを通して身
につけてゆく．



３．研修プログラム
3) 個別項目について
② 学問的姿勢
• 常に最新の医学的知識を得、知識を更新するために、基幹施設では定期的に抄読

会やクルズスを開催する．また、担当したケースに関しては入退院カンファラン
スにて発表を行い、類似の症例の検索、文献調査などを積極的に行う．その中で
特に意義があると思われるものに関しては学会発表や論文化を検討する．

③ コアコンピテンシーの習得
• 研修期間を通じ、1) 患者関係の構築、2) チーム医療の実践、3) 安全管理、4) プ

レゼンテーション技術、5) 医療における社会的・組織的・倫理的側面の理解、を
到達目標とし、医師としてのコアコンピテンシーの習得を目指す。さらに、精神
科診断面接、精神療法、精神科薬物療法、リエゾンなどといった精神科特有のコ
ンピテンシーの獲得を目指す．



３．研修プログラム
3) 個別項目について
④ 学術活動（学会発表、論文の執筆等）
• 基幹施設にて、臨床研究に従事しその成果を学会発表、あるいは論文執筆

の形で総括する．

⑤ コアコンピテンシーの習得
• 学会誌をはじめとする精神科専門雑誌や専門書を読んだり、e-learningに

よる自己学習を行い、知識の蓄積とアップデートを常に心がける．基幹施
設、連携施設ともに複数の雑誌を定期購読しており、それらを活用する．
その他、学会等で作成している研修ガイド、DVDなどを活用し、知識の研
鑽を心がける．



３．研修プログラム
4) ローテションモデル
• 研修1年目は研修基幹施設である秋田大学病院において精神医療の基本を学ぶ．

秋田大学医学部附属病院は全県の身体合併症拠点でもあるため、幅広い症例と治
療場面を経験することができる．また、m-ECTやクロザピンなど、難治性や治療
抵抗性の精神疾患に対する高度な治療を経験することができる．また、秋田大学
病院に在籍中、地域医療を学ぶために地域専門病院 ※1においても週8時間研修す
る．

• 研修2年目は、精神科救急指定病院 ※2にて、主に精神科救急医療に関わり、基幹
施設で経験が難しい措置症例や応急入院などのケースを経験する．

• 研修3年目はすべての研修連携施設が研修の候補施設となる．前述の施設群に加
え、総合病院として緩和医療や外来治療、合併症治療やリエゾンなどを幅広く経
験できる中通総合病院や秋田赤十字病院でも研修が可能である．

5) 研修の年間計画：別紙参照

※１：今村病院、秋田緑が丘病院、協和病院、秋田東病院、清和病院、杉山病院、加藤病院、笠松病院、市立大曲病院、菅原病院、象潟病院
※２：能代厚生医療センター、秋田県立リハビリテーション・精神医療センター、横手興生病院、大館市立総合病院、市立秋田総合病院、岩手県立南光病院



⑦ 医療法人慧眞会 協和病院：関根 篤
⑧ 社会医療法人興生会 横手興生病院：

安部 俊一郎
⑨ 秋田東病院：豊田 洋
⑩ 医療法人清風会 清和病院：藤枝 信夫
⑪ 医療法人仁政会 杉山病院：杉山 和
⑫ 社会医療法人明和会 中通総合病院：

沓澤 理
⑬ 医療法人祐愛会 加藤病院：加藤 倫紀
⑭ 医療法人緑陽会 笠松病院：金山 隆夫
⑮ 大館市立総合病院：佐藤 靖
⑯ 地方独立行政法人 市立秋田総合病院：

内藤 信吾
⑰ 市立大曲病院：大谷 和生
⑱ 医療法人荘和会 菅原病院：菅原 和弘
⑲ 医療法人薫風会 象潟病院：竹島 強
⑳ 岩手県立南光病院：高橋 浩二

◆プログラム管理委員会
委員長 秋田大学病院：三島 和夫
副委員長 秋田大学病院：竹島 正浩
看護師 秋田大学病院：嵯峨 英美
精神保健福祉士 秋田大学病院：金子 幸太
研修連携施設医師
① 医療法人回生会 秋田回生会病院：

高橋 淳
② 能代厚生医療センター：斎藤 英知
③ 秋田県立リハビリテーション・

精神医療センター：兼子 義彦
④ 秋田赤十字病院：高橋 裕哉
⑤ 今村病院：稲庭 千弥子
⑥ 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院：

斎藤 靖

４．プログラム管理体制



４．プログラム管理体制
• プログラム統括責任者：三島 和夫
• 副プログラム統括責任者：竹島 正浩

• 連携施設における委員会組織
各連携病院の指導責任者および、実務担当の指導医によって
構成され半年に一度ミーティングを行う．また、内容に関し
ては定期的にブラッシュアップを行う．



1) 評価体制
A. 研修基幹施設

秋田大学病院：三島 和夫

⑧ 社会医療法人興生会 横手興生病院：
安部 俊一郎

⑨ 秋田東病院：豊田 洋
⑩ 医療法人清風会 清和病院：藤枝 信夫
⑪ 医療法人仁政会 杉山病院：杉山 和
⑫ 社会医療法人明和会 中通総合病院：

沓澤 理
⑬ 医療法人祐愛会 加藤病院：加藤 倫紀
⑭ 医療法人緑陽会 笠松病院：金山 隆夫
⑮ 大館市立総合病院：佐藤 靖
⑯ 地方独立行政法人 市立秋田総合病院：

内藤 信吾
⑰ 市立大曲病院：大谷 和生
⑱ 医療法人荘和会 菅原病院：菅原 和弘
⑲ 医療法人薫風会 象潟病院：竹島 強
⑳ 岩手県立南光病院：高橋 浩二

B. 研修連携施設
① 医療法人回生会 秋田回生会病院：

松本 康宏
② 能代厚生医療センター：斎藤 英知
③ 秋田県立リハビリテーション・

精神医療センター：兼子 義彦
④ 秋田赤十字病院：高橋 裕哉
⑤ 今村病院：稲庭 千弥子
⑥ 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院：

斎藤 靖
⑦ 医療法人慧眞会 協和病院：関根 篤

５．評価について



2) 評価時期と評価方法
• 3ヶ月に一度、プログラムの進行状況に関して、専攻医と担当する指

導医間にてミーティングを行う．目標の修正や必要があればプログ
ラム内容の変更などを行い、その内容を研修プログラム管理委員会
に提出する．

• 6ヶ月に一度、研修目標の達成度を当該研修施設の指導責任者と専攻
医が個々に評価し、話し合いを持つ．その中で、必要に応じて研修
内容の変更や修正などを行う．

• 1年後に、当該年度のプログラム進行状況や研修目標の達成度を指導
責任者が確認し、専攻医とミーティングを行う．それを受け、次年
度の研修計画をお互いに相談の上で作成する．またその結果を統括
責任者にフィードバックする．その際の専攻医の研修実績・評価に
は研修記録簿システムを用いる．



3) 研修時に則るマニュアルについて
• 「研修記録簿」（別紙）に研修実績を記録し、定期的に指導医による評価やフィード

バックを受ける．総括的評価は精神科研修カリキュラムに則り、年1回行う．
• 秋田大学病院にて専攻医の研修履歴（研修施設、期間、担当した専門研修指導医）、 研

修実績、研修評価を保管する．専攻医による、専門研修施設や専門研修プログラムに対
する評価も同時に保管を行う．プログラム運用マニュアルは専攻医研修マニュアル（別
紙）と指導医マニュアル（別紙）を用いる．

• 専攻医研修実績記録：「研修記録簿」に研修実績を記録し、定期的に専攻医自身が形成
的評価を記録する．記載された研修項目を年次ごとの達成目標に従って、年に1回は各分
野の形成的自己評価を行う．年度末には一年間の総括的評価が行われる．

• 指導医による指導とフィードバックの記録：専攻医自身が自らの達成度評価を行い、指
導医も形成的評価を行い都度記録する．年1回、指定された研修項目を年次ごとの達成目
標に従い、各分野の形成的評価を行う．達成されなかった項目や不十分な項目に関して
は、指導医と専攻医の間で話し合いを行い具体的な改善点や方針などを記録し、翌年度
の研修に生かす．



６．全体の管理運営体制
• 専攻医の就業環境の整備（労務管理）各施設の労務管理基準に準拠する．
• 1) 専攻医の心身の健康管理
• 各施設の健康管理基準に準拠する。各施設の指導担当者が専攻医の心身の状態に

留意し、必要があればフィードバックを行ったり受診を促すなどの処置をとる．
• 2) プログラムの改善・改良
• 基幹病院の統括責任者と連携施設の指導責任者による委員会にて半年に一度に

プログラム内容について討議し、継続的な改良を実施する．また、その結果は全
連携施設に直ちに共有され、プログラムに反映させるものとする．

• 3) FDの計画・実施
• 年1回、プログラム管理委員会が主導し、各施設における研修状況を評価する．

改良が必要な事項については話し合いを行う．



大学病院32時間• 平日4時間，週2回地域医療の研修
• 1年目は基本的に病院間の異動なし

• 主に精神科救急拠点病院で研修（適宜変更可能）
• 半日は大学で学会発表・論文作成・研修進捗の確認・フィードバックなど

地域医療
8時間

1年目

2年目 精神科救急拠点病院 40時間

ローテションモデル

3年目 選択制（どの病院でも可）

大学病院 32時間

• 救急拠点，地域，総合病院，大学，いずれも選択可能



A. 研修基幹施設
秋田大学病院

⑪ 医療法人仁政会 杉山病院
⑫ 社会医療法人明和会 中通総合病院
⑬ 医療法人祐愛会 加藤病院
⑭ 医療法人緑陽会 笠松病院
⑮ 大館市立総合病院
⑯ 地方独立行政法人 市立秋田総合病院
⑰ 市立大曲病院
⑱ 医療法人荘和会 菅原病院
⑲ 医療法人薫風会 象潟病院
⑳ 岩手県立南光病院

B. 研修連携施設
① 医療法人回生会 秋田回生会病院
② 能代厚生医療センター
③ 秋田県立リハビリテーション・

精神医療センター
④ 秋田赤十字病院
⑤ 今村病院
⑥ 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院
⑦ 医療法人慧眞会 協和病院
⑧ 社会医療法人興生会 横手興生病院
⑨ 秋田東病院
⑩ 医療法人清風会 清和病院

週間スケジュール



A. 基幹施設：秋田大学
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-13:00 外来予診、病棟業務 外来予診、病棟業務 外来予診、病棟業務 クロザリルCPMS入力、
外来予診、病棟業務 外来予診、病棟業務

13:00-17:00 病棟業務、リエゾン
病棟業務、リエゾン

13:30 病棟カンファ・
教授回診・医局会

病棟業務、リエゾン
13:30 m-ECT

病棟業務、リエゾン
13:30 m-ECT

病棟業務、リエゾン

13:00 薬剤カンファ
14:00 外来症例検討会

17:00-19:30 17:30～抄読会
19:00～院生抄読会

週に2-3回程度、新患の予診を行う．
週1回程度、上級医の指導のもと、救急患者の対応を行う．
1年目の後半から週1回の再来を担当する．
地域専門病院にて、半日×週2回研修を行う．



B. 研修連携施設①
医療法人回⽣会 秋田回⽣会病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-12:00 外来予診 外来予診 外来予診 外来予診 外来予診

13:00-16:00 大学業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務

16:00-17:30 大学業務 医局会 クルズス(勉強会) レジデント・カンファ
レンス クルズス(勉強会)



B. 研修連携施設②
能代厚⽣医療センター

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-9:00 (電気けいれん療法) (電気けいれん療法)

9:00-12:30 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務

13:30-
17:00

病棟業務
リエゾン

病棟業務
リエゾン

病棟業務
リエゾン

病棟業務
リエゾン

病棟業務
リエゾン

17:30~ 救急カンファ
合同画像カンファ 症例検討会 or 抄読会 病棟会議 or ケースカ

ンファ

※ 電気けいれん療法は適応になる患者がいるとき施行している



B. 研修連携施設③
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-9:00 症例検討会 論文抄読会

9:00-12:00 外来診療
病棟業務

外来診療
病棟業務

外来診療
病棟業務

外来診療
病棟業務

外来診療
病棟業務

13:00-17:15 外来診療
病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務

センター長総回診
外来業務
病棟業務

（終日） ※ 救急 ：随時対応



B. 研修連携施設④
秋田赤十字病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-12:00 外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療

12:00-13:00 透析リエゾン

13:00-16:00 外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療
緩和カンファ

外来業務
リエゾン医療

緩和ケアカンファ、
心療センターカンファ

外来業務
リエゾン医療

16:00-17:00 外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療

外来業務
リエゾン医療 症例検討会 病棟業務

書類整理

17:00-18:00 夜間透析リエゾン 小児科と合同カンファ



B. 研修連携施設⑤
今村病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-9:00 医局申し送り
病棟申し送り 病棟申し送り 医局申し送り

病棟申し送り 病棟申し送り 医局申し送り
病棟申し送り

9:00-12:00 外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

12:45-13:30

病床調整会議(毎週)、
症例検討(毎週)、
医局会議(月1回)、
保険委員会(月1回)、
医薬品検討委員会
(月1回)

行動制限最小化委員会
(月1回)

安全管理委員会
(月1回)

院内感染対策委員会
(月1回)

地域リハビリ連絡会議
(月1回)

13:30-17:00
病棟業務、リエゾン、
外来業務、病棟申し
送り

病棟業務、リエゾン、外
来業務、院長回診、脳波
勉強会(月1回)、病棟申
し送り

病棟業務、リエゾン、
外来業務、病棟申し送
り

病棟業務、リエゾン、
外来業務、病棟申し送
り

病棟業務、リエゾン、
外来業務、病棟申し送
り

※外来業務（交代制）
※救急対応（地域輪番制）4～5コマ／月



B. 研修連携施設⑥
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-9:00 医局報告会

9:00-12:00 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務

13:00-17:00 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務 外来・病棟業務

14:00-14:30 運営会議
(隔月第4週)

15:00-16:00 症例検討・医局会議
(毎月第4週)

15:00-16:00 薬剤委員会
(隔月第3週)



B. 研修連携施設⑦
社会医療法人興⽣会 横手興⽣病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-12:00 外来予診、病棟業務 病棟業務 外来予診、病棟業務 病棟業務 病棟業務

13:00-14:00 保健所精神相談
(第2･4)

13:30-14:00 医局会 病棟カンファ
(最終木曜なし)

13:00-17:00 病棟業務 病棟業務 病棟業務
EEG・CT・MRI読

病棟業務
NST委員会 病棟業務

17:00～ 指導医付当直 担当症例振り返り 担当症例振り返り

※週1～2回精神科救急体験



B. 研修連携施設⑧
医療法人慧眞会 協和病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:50-9:00 朝ミーティング 引き継ぎ 引き継ぎ 引き継ぎ 引き継ぎ

9:00-12:00 病棟 外来 外来・病棟 外来 病棟

12:00-12:30 カンファレンス カンファレンス カンファレンス カンファレンス カンファレンス

13:30-15:30 病棟・訪問診療 ミニ講義 病棟・訪問診療 ミニ講義 病棟・訪問診療

15:30-16:30 病棟 症例カンファレンス 病棟 健康教室 病棟

16:30-17:00 診療部会 引き継ぎ 引き継ぎ 委員会 引き継ぎ



B. 研修連携施設⑨
秋田東病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:45-9:50 1病棟(認知症治療病
棟)回診、課題討論 月2回褥瘡評価

２病棟(精神療養病棟)
回診
課題討論

3病棟(精神療養病棟)
回診
課題討論

認知症治療病棟業務

9:50-12:00 生活機能回復訓練参加 生活機能回復訓練参加 生活技能訓練参加 生活技能訓練参加 認知症治療病棟業務

13:00-13:50 認知症治療病棟業務 認知症治療病棟業務 精神療養病棟業務 精神療養病棟業務 認知症治療病棟業務

13:50-15:50 生活機能回復訓練参加 生活機能回復訓練参加 生活技能訓練参加 生活技能訓練参加 認知症治療病棟業務

15:50-17:15 認知症治療病棟業務 医局会 症例検討会／月一回各
種委員会 各種勉強会 認知症治療病棟業務



B. 研修連携施設⑩
医療法人清⾵会清和病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:45-9:00 朝カンファ 朝カンファ 朝カンファ 朝カンファ 朝カンファ

9:00-12:30 外来業務、リエゾン 外来業務、リエゾン 外来業務、リエゾン 外来業務、リエゾン 外来業務、リエゾン

13:30-16:00 病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務

13:30-16:00 院長回診(1病棟) 院長回診(2病棟) レジデントカンファ 入退院カンファ 院長回診(3病棟)



B. 研修連携施設⑪
医療法人仁政会 杉⼭病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9:00-12:30 病棟業務 外来業務 病棟業務 外来業務 病棟業務

13:30-14:00 精神科カンファレンス 病棟業務 外来診療 病棟業務 病棟業務

14:00-15:30 精神科カンファレンス
病棟業務 病棟業務 外来診療 病棟業務 病棟業務

15:30-16:50 病棟業務 病棟業務 外来診療 病棟業務 病棟業務

第2・4  金曜日 OT精神科カンファレンス 13:30～
第2 月曜日 薬事委員会 13:30～
第3 月曜日 医局会 13:30～



B. 研修連携施設⑫
社会医療法人明和会 中通総合病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:45-12:00 外来業務 隔週で外来業務、外来業
務がない週は病棟業務 外来業務 病棟業務 病棟業務

13:00-17:00 病棟業務
14：30～病棟総回診と
病棟スタッフとのカン
ファレンス、この前後は
17：00まで病棟業務

病棟業務 外来業務(14:00-
17:00)

14：45～病棟総回診
と病棟スタッフとの
カンファレンス、こ
の前後は17：00まで
病棟業務

17:00-18:30 症例検討会、抄読会、
連絡会



B. 研修連携施設⑬
医療法人祐愛会 加藤病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8:45-12:00 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務 外来業務

13:30-
16:00 病棟業務 病棟業務 専門外来 病棟業務

16:00-
16:30 病棟業務 病棟業務 症例検討会 病棟業務

16:30-
17:15 病棟業務 病棟業務 病棟業務



B. 研修連携施設⑭
医療法人緑陽会 笠松病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9:00-12:30 外来勤務 病棟作業療法 外来勤務 病棟作業療法 病棟作業療法

13:00-13:30 薬剤委員会
(毎月第4月曜日)

14:40-17:10 病棟勤務 病棟勤務 病棟勤務 病棟勤務 病棟勤務

14:00-15:00

医療安全管理委員会
訪問看護委員会(毎月第3木曜日)
栄養委員会(1､4､7､10月)
診療運営会議
行動制限最小化委員会
(毎月第4木曜日)

15:15-16:45

OT会議
院内感染対策委員
会
褥瘡対策委員会
(毎月第4月曜日)

17:10-17:20 輪話会



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9:00-12:00 外来業務 外来勤務 外来勤務 外来業務 外来業務

13:30-17:00 病棟
リエゾン業務

病棟
リエゾン業務

病棟
リエゾン業務

病棟
リエゾン業務

病棟
リエゾン業務

14:00-15:00 認知症疾患セン
ター新患 DST回診

15:00-15:30 病棟カンファレン
ス

15:30-16:00 緩和ケアカンファ
レンス

16:00-17:00 外来カンファレン
ス

17:00-18:00 クルズス

B. 研修連携施設⑮
大館市立総合病院



B. 研修連携施設⑯
地方独立行政法人 市立秋田総合病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前
8:15 医師ミーティング
9:00 m-ECT
10:00 新患診療

9:00 新患診療
7:30 救急症例検討会
9:00 m-ECT
10:00 新患診療

9:00 m-ECT
10:00 新患診療

9:00 m-ECT
10:00 新患診療

午後
14:00 リエゾン･コンサ
ルテーション
15:00 病棟対応

14:30 リエゾン･コンサ
ルテーション(リエゾン
チーム回診)
15:00 病棟対応

14:00 リエゾン･コン
サルテーション
15:00 病棟対応

14:00 リエゾン･コン
サルテーション
15:00 病棟対応

14:00 リエゾン･コン
サルテーション
15:00 病棟対応

夕以降
17:30 緩和ケア会議
(月1回)
救急対応

救急対応
救急対応
外来症例カンファレン
ス(随時)

救急対応
勉強会等
(精神療法)
(薬物)
(法律)

救急対応

※定期的に勉強会施行(テーマは年間プログラムに記載) 



B. 研修連携施設⑰
市立大曲病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-9:00 カンファ カンファ カンファ カンファ カンファ

9:00-13:00 外来診察 病棟診察 外来診察 外来診察 新患診察

14:00-15:30 外来診察 病棟診察 外来診察 外来診察 新患診察

15:30-17:30 各種委員会・部会 各種部会 病棟カンファ
症例検討会 病棟診察 病棟診察

17:30～ 薬事委員会連
医局会 院内勉強会



＊不定期に午後の診察（他医療機関からの紹介枠あり）
＊措置診察同行可能
＊必要時、ケア会議、カンファランスを行う
＊作業療法、デイケア、就労支援等参加も調整

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9:00～12:00 外来業務、病棟業務 外来業務、病棟業務

認知症疾患医療セン
ター業務

外来業務、病棟業務 外来業務、病棟業務 外来業務、病棟業務

13:00~17:00 病棟業務

医局会（月１回）

病棟業務

院内感染防止対策
委員会（月１回）

診療会議（月１回）

病棟業務

コロニー診察

クルズス

病棟業務

医療安全管理委員会
（月１回）

行動制限最小化委員会
（月１回）

病棟業務

B. 研修連携施設⑱
医療法人荘和会 菅原病院



B. 研修連携施設⑲
医療法人薫⾵会 象潟病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-12:00 外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

外来業務
病棟業務

13:30-17:00 病棟業務 病棟業務 病棟業務 病棟業務
病棟業務
研修医とカンファレン
ス

16:00-17:00 研修医とカンファレン
ス

入退院カンファレンス
病棟運営会議

診療会議
病棟運営会議



B. 研修連携施設⑳
岩手県立南光病院

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:00-8:30
医局カンファレンス
(フィルム、新患紹介、
ベッド確認など)

医局カンファレンス 医局カンファレンス 医局カンファレンス 医局カンファレンス

8:45-12:15 主に外来診療 主に外来診療 主に外来診療
アルコール外来 主に外来診療 主に外来診療

児童外来

13:15-17:15 主に病棟診療 主に病棟診療
児童外来 主に病棟診療

主に病棟診療、児童外来
精神保健相談、児童相談所、
高田こころの相談室

主に病棟診療

13:15-13:30 多職種カンファレンス 多職種カンファレンス 多職種カンファレンス 多職種カンファレンス 多職種カンファレンス

17:30-18:30
医局会(月１回)
医局勉強会(月1～2回)
医薬品説明会(随時)

※外来診療、病棟診療については主な時間帯を表示※テイ゙ケア、精神科作業療法、訪
問看護は連日午前午後
※急患対応は24時間365日 ※職場研修会は不定期開催(月に数回 13:15-14:00) 



A. 研修基幹施設
秋田大学病院

⑪ 医療法人仁政会 杉山病院
⑫ 社会医療法人明和会 中通総合病院
⑬ 医療法人祐愛会 加藤病院
⑭ 医療法人緑陽会 笠松病院
⑮ 大館市立総合病院
⑯ 地方独立行政法人 市立秋田総合病院
⑰ 市立大曲病院
⑱ 医療法人荘和会 菅原病院
⑲ 医療法人薫風会 象潟病院
⑳ 岩手県立南光病院

B. 研修連携施設
① 医療法人回生会 秋田回生会病院
② 能代厚生医療センター
③ 秋田県立リハビリテーション・

精神医療センター
④ 秋田赤十字病院
⑤ 今村病院
⑥ 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院
⑦ 医療法人慧眞会 協和病院
⑧ 社会医療法人興生会 横手興生病院
⑨ 秋田東病院
⑩ 医療法人清風会 清和病院

年間プログラム



A. 基幹施設：秋田大学
月 内容

4月 オリエンテーション/SR1研修開始、SR2・SR3前年研修報告書提出、大学同
窓会参加

5月 県精神科懇話会参加、北東北若手精神科医の会参加

6月 日本精神神経学会学術集会参加・演題発表(SR2・SR3）、日本老年精神医学
会参加（任意）、アメリカ睡眠学会参加（任意）

7月 秋田こころの臨床研究会夏季セミナー参加、日本睡眠学会学術集会参加（任
意）

8月 日本精神科診断学会参加（任意）

9月

10月 研修中間報告書提出(SR1/SR2/SR3)

11月 日本総合病院精神科医学会総会参加（任意）、日本神経精神薬理学会総会参加
（任意）、地方精神神経学会参加・演題発表(SR1)

12月 日本精神科救急学会総会参加（任意）

1月

2月 県司法精神医学会参加
3月 総合評価（SR1/SR2/SR3）



B. 研修連携施設①
医療法人回⽣会 秋田回⽣会病院

月 内容
4月 オリエンテーション

後期研修基幹病院抄読会参加
5月

6月 日本精神神経学会学術総会参加
秋田県精神医療懇話会参加

7月 秋田こころの臨床夏季セミナー参加

8月
9月 専門学会参加

10月 院内研修発表会で発表

11月 秋田県精神科チーム医療研究会参加
東北精神神経学会参加

12月 秋田県精神医療懇話会参加
1月
2月

3月 研修プログラム評価報告書の作成



B. 研修連携施設②
能代厚⽣医療センター
月 内容
4月 オリエンテーション
5月
6月 日本精神神経学会総会
7月 秋田県農村医学会
8月
9月
10月 日本デイケア学会総会（任意）

11月 総合病院精神医学会総会（任意）

12月 日本精神科救急学会（任意）
1月
2月 地域連携医療懇話会

3月 研修プログラムのまとめと評価



B. 研修連携施設③
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
月 内容
4月 秋田精神医療懇話会定期総会
5月

6月 日本精神神経学会学術総会、日本老年精神医学会、日本精神科救急学会、日本司法精神医学会大会、
院内：医療安全研修会、感染対策研修会

7月 日本うつ病学会総会、日本睡眠学会定期学術集会、認知症ケアシリーズ(外部向け研修会)開催
8月 全国自治体病院協議会精神特別部会、精神科専門医試験（受験）
9月 日本神経心理学会学術集会、精神科専門医制度指導医講習会

10月 日本てんかん学会学術集会、日本臨床精神神経薬理学会、日本精神神経薬理学会、東北精神神経学会総会、リハセ
ン講演会開催、院内：行動制限最小化委員会研修会（座学）

11月
日本精神科救急学会、日本精神科診断学会、日本認知症学会学術集会、日本総合病院精神科医学総会、日本精神保
健・予防学会学術集会、秋田精神医療懇話会、アルコール依存症臨床医等研修
院内：医療安全研修会、感染対策研修会

12月 院内：行動制限最小化委員会研修会(CVPPP)
1月 東北自治体病院精神科懇話会

2月 日本嚥下医学会、精神保健指定医研修会
3月 日本社会精神医学会、日本予防医学リスクマネージメント学会学術集会
その他(毎月) 脳波勉強会、多職種症例検討会など



B. 研修連携施設④
秋田赤十字病院

月 内容

4月 オリエンテーション

5月 県総合病院精神科懇談会参加

6月 日本精神神経医学会参加・全国赤十字精神科協議会参加

7月 こころの臨床研究会
8月
9月 県総合病院精神科懇談会参加・自殺予防学会参加

10月 日本サイコオンコロジー学会参加

11月 日本総合病院精神医学会参加・県精神医療懇談会参加
12月
1月 年間目標を立てる
2月
3月 年度末総括



B. 研修連携施設⑤
今村病院

月 内容
4月

5月 秋田県精神医療懇話会

6月 ｢日本精神神経学会学術総会｣参加

7月 ｢日本老年精神医学会学術総会｣参加
秋田こころの臨床研究会夏季セミナー参加

8月 ｢秋田市精神科医の会研修会｣参加
9月
10月 ｢日本の高齢社会を考えるフォーラム｣参加

11月 東北精神神経学会参加・演題発表
秋田県精神医療懇話会

12月 ｢秋田県精神保健福祉協会研修会｣参加
1月
2月 秋田県司法精神医学研究会参加
3月



B. 研修連携施設⑥
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院

月 内容
4月 新入社員オリエンテーション

5月
6月 日本精神神経学会
7月
8月
9月
10月 院内研究発表会
11月 東北精神神経学会
12月
1月
2月
3月 院内研究発表会



B. 研修連携施設⑦
社会医療法人興⽣会 横手興⽣病院

月 内容

4月

オリエンテーション､1)医局部門 2)看護部門 3)PSW部門 4)心理部門
5)他関連社会復帰施設 6)電子カルテ､診療録管理(診療データの活用)
7)医の倫理(人権の尊重とインフォームドコンセント) 8)安全管理と
感染対策委員会
①転倒、転落の防止②薬物副作用の早期発見と対応③自殺のリスク評
価と対応④自傷、他害行為対策と行動制限⑤精神保健指定医の役割
⑥医療事故への対応(医療事故調査制度）

5月 秋田精神医療懇話会､秋田精神医学セミナー(学習会参加および報告)

6月 秋田司法精神医学研究会､日本精神神経学会学術総会､日本老年精神医
学会(学習会参加および報告)､障害福祉サービス運営委員会

7月 精神治療技法セミナー(学習会参加および報告)
8月
9月 日本自殺予防学会総会､秋田県精神科治療学研究会
10月
11月 秋田県精神科チーム医療研究会
12月
1月 医療観察法関連研究会研修会
2月 秋田県精神科救急医療体制連絡協議会
3月 地域自殺予防ネットワーク会議

横手興⽣病院クルズス一覧
①精神科症候学と精神科面接（患者および家族）
②精神保健福祉法と各種書類
③診断と治療計画およびパス
④補助検査(CT､MRI等画像検査､脳波検査等の依頼および判読）
⑤精神科医学の動向
⑥精神科救急とそのシステム
⑦地域支援体制（訪問看護、アウトリーチ等）
⑧保健所精神保健相談
⑨医療観察法
⑩一般精神科薬物療法(重度かつ慢性疾患を含む)､修正型m-ECT、
クロザピン
⑪精神療法(支持的精神療法､認知行動療法､森田療法､SST､疾病
教育）
⑫NSTについて
⑬精神科診断と疾病各論
⑭家族支援プログラム(統合失調症､依存疾患家族教室)
⑮就労支援プログラム
⑯レポート作成について指導事項



B. 研修連携施設⑧
医療法人慧眞会 協和病院

月 内容
4月 オリエンテーション、ミニ講義

5月 県内学術講演参加 、ミニ講義

6月 学会総会参加 、ミニ講義

7月 県内学術講演参加 、ミニ講義

8月 自殺予防研修会参加 、ミニ講義

9月 県内学術講演参加 、ミニ講義

10月 県内学術講演参加 、病院祭

11月 県内学術講演参加 、法人内合同研修会

12月 県内学術講演参加 、忘年会

1月 県内学術講演参加、診療部新年会

2月 自殺予防研修会参加 、症例検討会発表

3月 総括評価 、評価報告書作成



B. 研修連携施設⑨
秋田東病院
月 内容
4月 オリエンテーション
5月
6月 日本精神神経学会学術総会参加
7月
8月
9月
10月 東北精神神経学会参加

11月 秋田精神医療懇話会参加（任意）

12月
1月
2月
3月

※ オリエンテーションは4月に限らず、必要時に行います。希望学会への参加も随時可能です。



B. 研修連携施設⑩
医療法人清⾵会清和病院

月 内容
4月 オリエンテーション

5月 秋田精神医療懇話会に参加

6月 日本精神神経学会総会に参加

7月 東北精神神経学会総会(生涯教育研修)に参加

8月
9月 障害者支援施設「柳田新生寮」訪問

10月 日本認知症学会学術集会に参加

11月 秋田精神医療懇話会に参加(可能なら発表)

12月 日本精神科救急学会学術総会に参加

1月 脳波判読トレーニング

2月

3月 研修プログラム評価報告書の作成



B. 研修連携施設⑪
医療法人仁政会 杉⼭病院
月 内容
4月
5月 障害支援区分認定審査会、県精神保健福祉協会理事会、秋田精神医学セミナー

6月 障害支援区分認定審査会、日本精神神経学会学術総会

7月 日本精神科病院協会秋田県支部例会、秋田県病院協会 理事役員会、障害支援区分認定審査会

8月 秋田県病院協会、秋田県医師会との懇話会、県内精神科病院との懇話会
9月 障害支援区分認定審査会、県行政との懇談会
10月
11月 精神医療懇話会
12月 障害支援区分認定審査会、秋田県医療審議会
1月 障害支援区分認定審査会、看護師養成施設と病院との懇談会
2月 障害支援区分認定審査会、精神保健福祉審議会

3月 障害支援区分認定審査会、日本精神科病院協会秋田県支部例会

※毎月第2木曜日: 精神障がい者復帰施設 嘱託医

※毎月第2・4火曜日: 中央保健所 心の健康相談日



B. 研修連携施設⑫
社会医療法人明和会 中通総合病院
月 内容
4月 オリエンテーション
5月

6月 日本精神神経学会学術総会
秋田精神医療懇話会

7月
8月

9月 秋田県総合病院精神科懇話会
緩和ケア研修会

10月 東北精神神経学会

11月 日本総合病院精神医学会

12月 秋田精神医療懇話会
1月
2月

3月 研修プログラム評価報告書の作成
司法精神医学研修



B. 研修連携施設⑬
医療法人祐愛会 加藤病院

月 内容
4月 オリエンテーション

5月 秋田県精神医療懇話会

6月 日本精神神経学会等

7月
8月
9月
10月 東北精神神経学会

11月 秋田県精神医療懇話会

12月
1月
2月
3月 院内研究発表会



B. 研修連携施設⑭
医療法人緑陽会 笠松病院

月 内容
4月 新人オリエンテーション

5月

6月

7月

8月

9月 病棟納涼会
10月

11月

12月 病棟クリスマス会
1月

2月

3月 症例発表会



B. 研修連携施設⑮
大館市立総合病院

月 内容
4月 新人オリエンテーション

5月 地域精神科医会参加

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）

7月

8月

9月

10月 日本児童青年精神医学会参加（任意）

11月 日本総合病院精神医学会参加（任意）、日本認知症学会参加（任意）、日本臨
床神経精神薬理学会（任意）

12月

1月

2月 地域精神科医会参加
3月 県精神科医会参加、研修プログラム評価報告書の作成



B. 研修連携施設⑯
地方独立行政法人 市立秋田総合病院

月 内容
4月 初任者研修、オリエンテーション、認知症教室

5月 日本精神神経学会学術総会、秋田県精神科急性期治療研究会

6月 東北児童青年精神医学会、うつ病教室、前年度研修実績報告書提出

7月 精神科リエゾンチーム研修会
8月
9月 秋田県総合病院精神科懇話会、自殺予防学会学術集会

10月 日本臨床精神神経薬理学会学術総会、日本児童青年精神医学会学術集会、
日本精神分析学会学術総会、CVPPP研修、うつ病教室

11月 総合病院精神医学会学術総会

12月
1月
2月 緩和ケア研修会

3月 統括的評価、うつ病教室、研修プログラム評価報告書作成

月 市立秋田総合病院勉強会テーマ

4月 法と精神医学､薬物・ｍ−ECTⅠ 

5月 症例性・器質性精神障害、リエゾンコン
サルテーション・緩和・脳波

6月 心理検査 、精神科救急Ⅰ

7月 統合失調症 、気分障害

8月 神経症性障害 、摂食障害

9月 パーソナリティの障害、児童・思春期精
神障害

10月 睡眠障害・てんかん 、精神療法

11月 安全管理・自殺予防 、薬物・ｍ−ECTⅡ 

12月 精神科救急Ⅱ 



B. 研修連携施設⑰
市立大曲病院
月 内容
4月 オリエンテーション、介護保険審査会総会、県南若手医師の会、日本認知症学会教育セミナー(任意)

5月 県南若手医師の会、気分障害勉強会

6月 日本精神神経学会、日本老年精神医学会(任意)、県南認知症を語る会

7月 県南治療技法セミナー
8月
9月 秋田県総合病院精神科懇談会

10月 日本認知症学会(任意)、県南若手医師の会
11月 秋田県チーム医療研究会
12月
1月
2月 市長懇談会
3月 大仙市医療介護多職種連携の会

その他
介護保険認定審査会(1～2ヶ月に一回)
大曲認知症ケアを考える会(2ヶ月に一回)
院内勉強会(毎週水曜日)



月 内 容
4月 オリエンテーション（各部門よりの講義）
5月
6月 日本精神神経学会学術総会

施設関係者向け講座開催
7月 地域交流会
8月
9月

10月 日本精神科医学会学術大会
市民講座

11月
12月 秋田県精神医療懇話会
1月
2月
3月 研修プログラム評価報告書作成

B. 研修連携施設⑱
医療法人荘和会 菅原病院



B. 研修連携施設⑲
医療法人薫⾵会 象潟病院
月 内容
4月 オリエンテーション

大学同窓会参加
5月 県精神医療懇話会

北東北若手精神科医の会参加
6月 日本精神神経学会学術総会

7月 秋田こころの臨床研究会夏季セミナー参加
8月
9月

10月 東北地方精神神経学会
研修中間報告書提出

11月 脳波懇話会

12月 県精神医療懇話会
1月
2月 秋田県司法精神医学研究会参加
3月 総合評価



B. 研修連携施設⑳
岩手県立南光病院
月 内容

4月 オリエンテーション、両磐精神医療連絡会開催
5月
6月 日本精神神経学会参加、東北児童青年精神医学会参加

7月 両磐精神医療連絡会開催

8月 全国自治体病院協議会精神科特別部会参加、岩手県立病院医学会参加、
一関夏祭り参加

9月

10月 両磐精神医療連絡会開催
東北精神神経学会参加

11月
12月

1月 両磐精神医療連絡会開催
東北自治体病院精神科懇話会参加

2月
3月

主なものを表示しましたが、学会や研修会については希望によって随時参加が可能です。
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