










 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－４－ 
 

病院施設番号： ０３１５４８           臨床研修病院の名称： 新潟県立十日町病院           
項目 27までについては,報告時に必ず記入してください。 ※  

２４.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の配

置状況 

(基幹型・協力型記入) 

精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してください。 

 1.精神保健福祉士：   名（常勤：   名、非常勤：   名） 

2.作業療法士：    6  名（常勤：  6 名、非常勤：   名） 

3.臨床心理技術者：   名（常勤：   名、非常勤：   名） 

9.その他の精神科技術職員： 

     名（常勤：   名、非常勤：   名） 

２５．第三者評価の受審状況 

（基幹型記入） 

 １．有 （評価実施機関名：日本医療機能評価機構 (R4年 2月 17日）) 

０．無 

有を選択した場合には、評価実施機関名及び直近の受審日を記入してください。 

２６．前年度に育児休業を取得した研修医の数 

(基幹型・協力型記入) 

 女性 １年次研修医（ 0 ）名 ２年次研修医（ 0 ）名 

男性 １年次研修医（ 0 ）名 ２年次研修医（ 0 ）名 

２７．研修医の妊娠・出産・育

児に関する施設及び取組に関

する事項 

(基幹型・協力型記入) 

院内保育所  院内保育所の有無  （１．有   ０．無） 

有を選択した場合、開所時間を記入してください （   時   分 ～   時   分） 

病児保育 （１．有 ０．無） 

夜間保育 （１．有 ０．無） 

上記保育所は研修医の子どもに使用可能か （１．可 ０．不可） 

保育補助  ベビーシッター・一時保育等利用時の補助 （１．有 ０．無） 

その他の補助（具体的に：                  ） 

体調不良時に休憩・授

乳等に使用できる場所 

 休憩場所   （１．有 ０．無） 

授乳スペース （１．有 ０．無） 

その他育児関連施設・

取組があれば記入（院

外との連携した取組も

あれば記入） 

 （                             ） 

 

研修医のライフイベン

トの相談窓口 

 １．有     ０．無 

窓口の名称がある場合記入（ 庶務課            ） 

窓口の専任担当 １．有（   名） ０．無 

各種ハラスメントの相

談窓口 

 窓口の名称を記入（  庶務課              ） 

窓口の専任担当 １．有（   名） ０．無 

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容につ

いても記入してください。 

２８．研修プログラムの名称 

(基幹型・協力型記入) 

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得されている場合に記入してください。 

  研修プログラムの名称： 

 新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム 

 越後妻有・大地の良医育成「雪国革新研修（新雪コース）」 

プログラム番号： ０３１５４８４０３   

２９．研修医の募集定員 

 (基幹型記入) 

 １年次： ２ 名、２年次： ２ 名 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－５－ 

病院施設番号： ０３１５４８            臨床研修病院の名称： 新潟県立十日町病院           
※研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容についても記入してください。 

３０．研修医の募集及び採用の

方法 

 (基幹型記入) 

 

研修プログラムに関す

る問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ    ｶｸﾄﾞｳ             ﾕｳｲﾁ 

氏名（姓） 角道 

 

（名） 祐一 

 

所属  医局        役職 診療部長 

 

 

電話：（ 025 ）757 ― 5566  ＦＡＸ：（ 025 ）752 ― 3955  

 

e-mail：shomu@tokamachi-hosp-niigata.jp            

 

URL： http://www.tokamachi-hosp-niigata.jp/                         

資料請求先  住所 

〒 948-0065  （  新潟  都・道・府・県） 

 

  十日町市高田町三丁目南 32-9 

担当部門 

 

 

担当者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｷｻﾞﾜ        ﾃﾂﾔ゜ 

姓   滝沢 名  哲也 

 

電話：（ 025 ）757 ― 5566  ＦＡＸ：（ 025 ）752 ― 3955  

 
e-mail： shomu@tokamachi-hosp-niigata.jp          
 
URL：  http://www.tokamachi-hosp-niigata.jp/       

募集方法  １．公募 

２．その他（具体的に：                   ） 

応募必要書類 

（複数選択可） 

 １．履歴書、２．卒業(見込み)証明書、３．成績証明書、 

４．健康診断書、５．その他（具体的に：             ） 

選考方法 

（複数選択可） 

 １．面接 

２．筆記試験 

その他（具体的に：                    ） 

募集及び選考の時期 

 

 募集時期： ７ 月   日頃から 

選考時期： ８ 月 １９日頃から 

マッチング利用の有無  １．有 ０．無 

３１．研修プログラムの名称及び概要 

(基幹型記入) 

  概要：＊ 別紙３に記入 

（作成年月日：西暦 2022年 4 月 25 日） 

３２．プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者

が配置されている場合には、その氏名等） 

(基幹型記入) 

＊ プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

＊ 副プログラム責任者が配置されている場合にあっ

ては、副プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

 （プログラム責任者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ    ｶｸﾄﾞｳ            ﾕｳｲﾁ 

氏名（姓） 

       角道 

氏名（名）   

祐一 

所属        役職 

    医局        診療部長 

（副プログラム責任者） 

１．有（    名） ０．無 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    

(基幹型記入) 

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床研修病院に所属する臨床研修指導医及び臨

床研修協力施設に所属する臨床研修の指導を行う者を含む。)について氏名等を記入

してください。 

 ＊ 別紙４に記入 

３４．インターネットを用いた評価システム  １．有（ ・EPOC２ ・その他（   ） ） ０．無 

３５．研修開始時期 

(基幹型、地域密着型記入) 

 西暦 2023年 4月 1日 

３６．研修医の処遇 

(基幹型・協力型記入) 

処遇の適用 
(基幹型臨床研修病院は、２に○を

つけて、以下の各項目について記入

してください。) 

 １．基幹型臨床研修病院と同一の処遇とする。 

１を選択した場合には、以下の研修医の処遇の項目については、記入不要です。 

２．病院独自の処遇とする。 

常勤・非常勤の別  １．常勤 ２．非常勤 
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7．病院群の構成等 別表

基幹型病院の名称（所在都道府県）：新潟県立十日町病院 （　　新潟県　　）

所在
都道府県

二次
医療圏

名称 新規
所在

都道府県
二次
医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

魚沼
新潟県 新潟

県立がんセンター新潟病院
(病院施設番号:030304)

新潟県 魚沼
津南町立津南病院
(病院施設番号:076580)

2

新潟県 上越
新潟県立中央病院
(病院施設番号:030311)

新潟県 魚沼
南魚沼市立ゆきぐに大
和病院
(病院施設番号:034517)

新潟県 下越
新潟県立新発田病院
(病院施設番号:030310)

新潟県 中越
新潟県立燕労災病院
(病院施設番号:031537)

新潟県 魚沼
新潟県地域医療推進機構
魚沼基幹病院
(病院施設番号:157874)

新潟県 新潟
新潟大学医歯学総合病院
(病院施設番号:030306)

新潟県 中越
新潟県立精神医療センター
(病院施設番号:030314)

新潟県 魚沼
新潟県立松代病院
(病院施設番号:034590)

新潟県 魚沼
魚沼市立小出病院
(病院施設番号:031543)

新潟県 魚沼
湯沢町立湯沢病院(湯沢町保
健医療センター)
(病院施設番号:031547)

新潟県 魚沼
南魚沼市立南魚沼市民病院
(病院施設番号:158048)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

研修プログラム

新潟県立十日町病
院

(病院施設番号:031548)

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

新潟県

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

新潟県魚沼地域病院群
臨床研修プログラム
越後妻有・大地の良医
育成「雪国革新研修
（新雪コース）」















２９.研修プログラムの名称及び概要

プログラム番号 : ０３１５４８４０３

病院施設番号 : ０３１５４８ 臨床研修病院の名称 : 新潟県立十日町病院

臨床研修病院群番号 : ０３１５４８４ 臨床研修病院群名 : 新潟県魚沼地域病院群

　プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。

 １.研修プログラムの名称

 ２.研修プログラムの特色

 ３.臨床研修の目標の概要

 ４.研修期間  （　　２　）年　　（原則として、「２年」と記入してください。）

備考  研修後そのまま専門研修に入り３年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。

 ５.臨床研修を行う分野  研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間）

病院又は施設の名称 研修期間

　○○　病院 ○週

　内科

　新潟県立がんセンター新潟病院
　新潟県立中央病院
　新潟県立新発田病院
　新潟県立燕労災病院
  新潟大学医歯学総合病院

２４週

　救急部門

　新潟県立十日町病院
　魚沼基幹病院
　新潟県立新発田病院
  新潟大学医歯学総合病院
　新潟県立燕労災病院

１２週
(十日町病院で

最低８週)

　地域医療

　新潟県立松代病院
　津南町立津南病院(協力施設)
　魚沼市立小出病院
　湯沢町立湯沢病院(湯沢町保健医療ｾﾝﾀｰ)

　南魚沼市立南魚沼市民病院
　南魚沼市立ゆきぐに大和病院(協力施設)

１２週

　外科

　新潟県立十日町病院
　新潟県立がんセンター新潟病院
　新潟県立中央病院
　新潟県立新発田病院
  燕労災病院

８週

　小児科

　新潟県立十日町病院
　魚沼基幹病院
　新潟県立中央病院
  新潟県立新発田病院

８週

　産婦人科

　魚沼基幹病院
　新潟県立中央病院
　新潟県立新発田病院
　新潟大学医歯学総合病院

４週

　精神科

　魚沼基幹病院
　新潟県立精神医療センター
　新潟県立新発田病院
  新潟大学医歯学総合病院

４週

　一般外来 週

　新潟県立十日町病院

 県立新発田病院は各診療科５週単位とする。

（記入例）　××科 1234567 ○週

必
修
科
目
・
分
野

030304
030311
030310
031537
030306

２週

031548
157874
030310
030306
031537

034590
076580
031543
031547
158048
034517

一般外来　２週
在宅診療　１週

031548
030304
030311
030310
031537

週

031548
157874
030311

病院で
定めた
必修
科目

　整形外科 031548 　新潟県立十日町病院 ８週

 一般外来の研修を行う診療科…内科、地域医療、外科、小児科　※地域医療の中での在宅診療を一般外来の欄に記載すること

 選択科目  新潟県立十日町病院（内科、外科、整形外科、小児科、救急）

 備考 : 基幹型臨床研修病院での研修期間…５２週 （協力病院・施設での地域医療研修12週を含む。）

 臨床研修協力施設での研修期間… 52週 

 研修プログラムに規定された４週以上のまとまった救急部門の研修を行った後に救急部門の研修としてみなす

 休日・夜間の当直回数…約０回

選
択
科
目

031548

２４週

週

週

R4.4.22 最終版

週

 新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム
 越後妻有 大地の良医育成「雪国革新研修（新雪コース）」

週

週

157874
030311
030310
030306

157874
030314
030310
030306

病院施設番号 内一般外来

中山間地域・豪雪地帯をはじめ、都市部、過疎・高齢化地域におよぶまで多様な医療を経
験できるプログラム構成である。

中山間地・豪雪地帯の季節変化を加味したプライマリ・ケアのみでなく、都市部や僻地医
療も体験することで、県内全域にわたる社会的ニーズを実感し、チーム医療の実践と新し
い医療の仕組み作りに貢献できる医師を目指すことを最大の目標とする。







プログラム責任者履歴書 

（１．プログラム責任者、２．副プログラム責任者）１．又は２．に○をつけてください。 

氏名 角道 祐一 

 

研修プログラム

の名称 

新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム 

所属 新潟県立十日町病院 

 

役職及び診療科 診療部長・内科 

 

医籍登録番号 ３９６５６５ 

登録年月日 平成１０年５月８日 

臨床経験年数 ２２年 

主な履歴・教育

歴※ 

年 月 別紙に記載 

指導医講習会な

どの受講歴※ 

  別紙に記載 

「プログラム責

任者養成講習

会」の受講歴※ 

R1 11 受講済み 

主な臨床経験及

び業績（臨床に

おける専門分

野、手術件数、

検査件数、経験

症例数など）※ 

  内科学、臨床腫瘍学、緩和医療学、消化器内視鏡学、プライマリ・

ケア（総合診療）領域を専攻 

上部消化管内視鏡（延べ７０００件以上） 

下部消化管内視鏡（延べ２０００件以上） 

がん薬物療法（延べ５０００件以上） 

訪問診療（７００件以上） 

所属学会名 日本内科学会（総合内科認定医・専門医）、日本臨床腫瘍学会（がん薬物療法

専門医）日本癌治療学会、日本緩和医療学会 

 

 

 

「所属」欄には、プログラム責任者又は副プログラム責任者が所属する病院名を記入すること。 

※については、適宜続紙（様式自由）に記入して添付すること。 

様式２ 










































