
宇和島徳洲会病院
総合診療プログラム



ここです。

《四国》

愛媛県
高知県

徳島県

香川県

宇和島市の人口約7.3万人 高齢化率39.1%

海の幸山の幸、温暖な気候に恵まれた、 伊達十万石の城下町

宇和島市は愛媛県の南部に位置する
南予地方の中心都市

宇和島の紹介



宇和海の風景



当院の概要

平成16年4月開院

病床数 ３００床（うち稼働ベッド数 273床）
一般病床 ：108床 回復期リハビリ病棟：32床

移植病棟 ：25床 障害者病棟：54床

医療療養病棟：54床

診療科： 内科 循環器科 外科 整形外科 泌尿器科 消化器科

神経内科 リハビリテーション科 婦人科 放射線科 麻酔科

透析センター
健診センター
通所リハビリテーション
居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション



当院の紹介

1.急性期と在宅との中間施設

2.ケアミックス型病院

3.地域密着型病院

⦿手術実績 511件／年 ⦿救急搬送 2.7台／日

⦿外来数 141.2名／日 ⦿入院数 245.0名／日



人々の健康を
トータルにマネジメントする

患者を多角的に診る

家族・生活背景まで診る

地域全体を診る

専門分化した医療のみで地域の医療を守るのは困難

複合的な問題を解決するために総合診療医が必要

総合診療医＝地域の医療を守り抜く医師

総合診療医とは



複数の連携施設との協力体制が基盤

 総合診療研修

総合診療Ⅰ‥診療所等における、
外来・在宅診療を中心とした研修

総合診療Ⅱ‥一定規模の病院における、
病棟・救急診療中心の研修

それぞれ6ヶ月以上、合計１８ヶ月の研修

 必須領域研修
総合内科研修＝１２ヶ月以上
小児科研修 ＝ ３ヶ月以上
救急科研修 ＝ ３ヶ月以上

 へき地・離島・被災地・医療資源の乏しい地域での１年
以上の研修が望ましい

プログラムの必須領域



都市型・地域型病院、それぞれの
長所を取り入れたプログラム

総合内科、小児科、救急科 ⇒ 都市型病院

症例を多く経験し、高い臨床能力を身につける

総合診療Ⅰ ⇒ 地域型病院

離島研修、山間僻地研修、家庭医療、在宅医療、

東洋医学、緩和ケアの６コース

総合診療Ⅱ ⇒ 地域型 基幹施設である当院

在宅、介護、地域連携はもちろん、認知症疾患も

積極的に経験し、患者･家族･生活背景も診る研修

プログラムの特徴



研 修 施 設

１. 内科・小児科・救急科

・福岡徳洲会病院 ・湘南鎌倉総合病院

・飯塚病院

２. 総合診療研修Ⅰ

・徳之島徳洲会病院 ・西予市立野村病院

・医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック

・笠利病院 ・札幌南徳洲会病院

・豊田地域医療センター

・医療法人博愛会 頴田病院

３. 総合診療研修Ⅱ

・宇和島徳洲会病院 ・湘南鎌倉総合病院

・飯塚病院



４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

後期研修

1 年目

宇和島徳洲会病院 福岡徳洲会病院

総合診療Ⅱ 内 科

後期研修

2 年目

福岡徳洲会病院

内 科 小児科 救急科

後期研修

3 年目

徳之島徳洲会病院 宇和島徳洲会病院

総合診療Ⅰ 総合診療Ⅱ

研修プログラム➀

内科専門医、その後消化器内科・循環器内科など、
内科系専門医を取得したい方

《例１》



４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

後期研修

1 年目

宇和島徳洲会病院 飯塚病院

総合診療Ⅱ 内 科

後期研修

2 年目

飯塚病院

内 科 小児科 救急科

後期研修

3 年目

医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 宇和島徳洲会病院

総合診療専門研修Ⅰ 総合診療専門研修Ⅱ

《例２》 家庭医療・在宅医療を重点的に研修したい方

研修プログラム②



私たちが目指す総合診療医

１.総合内科をベースに、臨床能力が高く、

患者さまと家族の生活を大切にする

総合診療専門医になること。

２.在宅医療と認知症を診ることができる

総合診療専門医になること。

３.最終的にはサブスペシャルティを持った

総合診療専門医になること。



うわじま牛鬼まつり より 『牛鬼』



総長 貞島 博通
プログラム統括責任者
総合診療のパイオニア

<認定資格>
日本プライマリ・ケア連合学会

プライマリ・ケア認定医
日本プライマリ・ケア連合学会 認定指導医
日本内科学会 総合内科専門医
日本内科学会 総合内科認定内科医
日本内科学会 総合内科指導医
日本病院総合診療医学会 認定病院総合診療医
日本神経学会 神経内科専門医

「この宇和島での医療にこそ臨床医の原点がある。都市型、地域型両方
の研修を通じ、病気だけでなく家族や地域の背景も考慮し、こころが通
じ合う医療を体験しながら、総合内科よりもっと広い視野を持った総合
診療医を育てます。」

熱血指導医１



熱血指導医２

内科部長 筋浦 立成

内科のスペシャリスト

<認定資格>

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 総合内科認定内科医

日本内科学会 総合内科指導医

「海の物とも山の物ともつかない新専門医制度のなかで、総合診療医を
目指す諸君は、一体どこで研修すべきか悩んでいることでしょう。

主体的に、問題意識をもって学ぶ気持ちがなければ、どんな優れた指導
医もお手あげである。

そんな意欲ある諸君に応えるだけの環境が、宇和島に有り。」



熱血指導医３

院長 保坂 征司
オールマイティー院長❕❕

<資格・専門分野>

医学博士

日本外科学会 外科専門医

日本消化器外科学会

消化器外科専門医・指導医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本乳がん検診精度管理中央機構

マンモグラフィ読影認定医

日本病院総合診療医学会認定 病院総合診療医

「宇和島のような地方都市や離島では、限られた医療資源の中でそれぞれ
の医師が幅広く疾患に対応しています。まさに総合診療そのものです。

患者さまを診ていく中で、ある程度の検査・処置の知識や技術は必要と
なってきます。超音波検査・内視鏡検査から小処置・手術まで、学びたい
ことがあれば、何でもサポートします！！」



熱血指導医４

医長 大久保 正一

ミラクル褥瘡バスター

<資格・専門分野>

日本外科学会 外科認定医

日本病院総合診療医学会 認定病院総合診療医

「現在の高齢化社会では、寝たきりの患者さまも多く、褥瘡の防止は大き
な課題となっています。当院は褥瘡防止に多職種で取り組み、H29年度は
発生率0.63％、H30年度は発生率0.25％と高い成果を得ています。診療科
の枠を超え、様々な課題に取り組み、まさに総合診療を実践しています。

当院の研修は、カンファレンスがとても充実しています。総合医局ですの
で、他科の先生にも気軽に何でも相談できる環境が整っています。」



週間スケジュール

月 火 水 木 金 土

7:30
新入院

カンファレンス
新入院

カンファレンス

新入院
カンファレンス

新入院
カンファレンス PCLS PCLS

新入院
カンファレンス

医局会 医局会 医局会

9:00
救 急
(病 棟)

外 来
健 診
（救 急）

救 急
(病 棟)

外 来10:00

11:00

12:00

13:00
救急・(病棟） もの忘れ外来 病棟・(救急) 病棟

救 急
（病 棟）

14:00

訪問診療
感染

カンファレン
ス

認知症
ケアラウンド

内科
カンファレンス救急・(病棟） 病棟・(救急） 病棟・(救急)

振り返り
カンファレンス

振り返り
カンファレンス

振り返り
カンファレンス

振り返り
カンファレンス

16:30

16:00

15:00

8:25



診療実績①

総合内科

1日平均入院数 53.9名

平均在院日数 16.7日

新入院数 114.1名/月

のべ入院数 1,645名/月

のべ外来数 1,247名/月

（2019年度実績）



診療実績②

一般病棟 112.4名 (満床133床)

療養病棟 52.0名 (満床54床)

障害者病棟 52.0名 (満床54床）

回復期病棟 28.6名 (満床32床)

訪問診療 月113.4名

訪問看護 月422.1名

訪問リハビリ 月199.3名

（2019年度実績）



最後に・・・

都市型と地域型の長所を取り入れた
研修プログラムです。

日本の20年先をいく地方都市、宇和島
でのバリエーション豊かな研修を通じ、
日本全国どこでも通用する総合診療医
を育てます。

山の幸、海の幸、豊かな自然に恵まれ
た、情感豊かな宇和島で、一緒に研修
しましょう。



自然あふれるまち
宇和島の風景

左上 宇和島城 左下 遊子の段畑 右上 宇和海の夕日 右下 天赦園



宇和島の夏

みんなで参加 !!



宇和島の食べ物 その１

鯛めし

じゃこ天（左）は、

宇和海の旨みがギュッと

詰まった、魚のすり身の

揚げ物です。

軽くあぶって食すると、

最高のおつまみ＆飯の友！

宇和島市では、鯛、

ハマチなどの養殖が

盛んに行われています。

宇和海は魚の宝庫と

呼ばれ、近海で捕れた

様々な新鮮な魚を

リーズナブルな価格で

食べられるお店が

たくさんあります。

宇和海のうみの幸を満喫！！

鯛そうめん（上）太刀巻き（下）



宇和島の食べ物 その２

左からなつみ、デコポン、せとか

みかん大国愛媛の中心都市宇和島では、

年間を通じて様々な種類の柑橘を

楽しむことができます。

当院の近くにある道の駅「きさいや広場」

では、地元の生産者の方々が育てた

ジューシーな柑橘を安く販売しています。

みかん狩りを
楽しむ研修医

山のめぐみ、柑橘を満喫！！



宇和島のレジャー

宇和島は、釣りのメッカ🐡

研修医が
こんな大物釣りました‼

宇和島市には幻想的な秘境、
薬師谷渓谷があり、
キャニオニングが楽しめます。
宇和海沿岸はリアス式海岸で、
絶好の釣りポイントがたくさん
あります。
年に数回開催される闘牛大会
は、全国でも有名です。
宇和海海中公園では、
シーウォーク、フライボード等の
マリンスポーツも満喫できます。



バーベキューや研修旅行、飲み会！
楽しいイベントたくさんあります！！

医局のイベント



病院のイベント

釣り大会、高知グルメツアー、大忘年会、
病院祭など イベントが目白押し！！



海の幸、山の幸、自然に恵まれた
情緒豊かなまち

ぜひ、宇和島へ

ゆったりとした環境で一緒に研修しましょう！
お待ちしています!!



お問い合わせ

総合診療専門研修プログラムについてのお問い合わせ

臨床研修委員会
担当 植村 友子（うえむら ともこ）
TEL 0895-22-2811
e-mail：kenshu@uwatoku.org

お気軽にお問い合わせください。
ご見学も大歓迎です。

mailto:kenshu@uwatoku.org

