
総合診療科 

１. 総合診療科の理念・特色 

 ・日本版 Hospitalistを目指す。 

 ・全人的医療マインドを持った医師を目指す。 

 ・国民が真に必要としている医師を育成する。 

  

 公立豊岡病院は兵庫県北部（但馬地方）の基幹病院であり、その医療圏は但馬地方のみな

らず、京都府北部（丹後地方）にも及んでいる。他院からの紹介患者、救急患者も多く、様々な

症例を多く経験することができる環境に恵まれている。総合診療科の患者は複数の疾患を合

併していることが多く、様々な社会的背景も持っており、そのような症例を経験することで、患者

を全人的にとらえ、広い視野を持った医師になることを目指している。また、エビデンスを重視し

た診療を心がけ、屋根瓦方式のグループ診療を行い、診療の質の向上に努めている。院内で

は各専門科と相談しつつ多種多様な疾患に対応し、単独の専門科では対処できない患者のマ

ネージメントを行っているが、開業医や地域の病院との密な連携を重視し、将来の地域医療の

担い手の育成、真の総合内科専門医の養成を目指している。 

 

２. 目標・プログラム 

ア．目標とする医師像 

全人的医療マインドを持った医師 

 

イ．経験できる診療、技術 

初診外来では、検診で指摘された異常への対処、原因不明の発熱や様々な主訴を持つ 

患者、各専門診療科に割り振りできない患者等の診療を行い、再診外来では入院時の受け 

持ち症例の退院後の診療等を行っている。 

入院診療では、肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎、感染性心内膜炎、化膿性脊椎炎、髄膜炎 

等の感染症、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等の血液疾患の化学療法、気胸、膿胸、間質性 

肺炎、肺癌等の呼吸器疾患、糖尿病患者の血糖コントロールなどを主に行っている。 

また、敗血症性ショック等の ICU管理が必要な重症患者も、救急集中治療科と協力して診 

療に当たっている。上記の疾患以外にも内科各専門科（神経内科、消化器科、循環器科、呼 

吸器科、内分泌糖尿病内科）を 3ヶ月ごとにローテーションして各専門科の症例を経験するこ 

とで、より幅広く様々な症例を経験できるように配慮している。 

悪性リンパ腫、  

 

 

 

 



３．週間予定 

 

 

４．指導医・スタッフ 

医師名    恒成 徹 / TSUNENARI, Toru / S54卒 

役職名 副院長 

専門 内分泌代謝 

 

認定 

 一般社団法人 日本内科学会 総合内科専門医 

 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 暫定指導医 

 一般社団法人 日本内分泌学会 内分泌代謝専門医 

 日本医師会医師会認定産業医 

 

医師名  山本 哲也 / YAMAMOTO, Tetsuya / H25卒 

役職名 医員 

専門 内科一般 

認定  一般社団法人 日本内科学会 認定内科医 

 

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日/日曜日

早朝

初診，再診外来 初診，再診外来 初診，再診外来 初診外来 初診，再診外来

入院患者診療 入院患者診療 入院患者診療 入院患者診療 入院患者診療

予約外来 予約外来 予約外来 予約外来

☆内科系合同
カンファレンス

新入院，入院予定症例カンファレンス

　　病棟当番
　　休日救急入院
　　当番
　　講習会
　　学会

午前

★病棟カンファレンスは看護師，薬剤師，ＭＳＷとのカンファレンスで、退院調整や今後の方針確認を行う。

午後

病棟担当症例への対応，夜間時間外オンコール，救急外来当直

入院症例
総カンファレンス

病棟回診
★病棟

カンファレンス
ピックアップ症例
カンファレンス

入院症例
総カンファレンス

時間外



医師名 鎌田 百香 / KAMADA, Momoka / H26卒 

役職名 医員 

専門 内科一般 

認定   

 

医師名 辻村 英二 / TSUJIMURA, Eiji / H26卒 

役職名 医員 

専門 内科一般 

認定   

 

医師名 德田 浩亮 / TOKUDA, Kosuke / H27卒 

役職名 医員 

専門 内科一般 

認定   

 

医師名 木村 敬一 / KIMURA, Kiichi / H27卒 

役職名 医員 

専門 内科一般 

認定   

 

医師名 中屋 雄一郎 / NAKAYA, Yuichiro / H26卒 

役職名 派遣医 

専門 内科一般 

認定   

 

        

５．診療実績 



 疾病大分類別・性別 退院患者数 

 男 女 合計 

感染症および寄生虫症 30 16 46 

新生物 213 84 297 

血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 16 14 30 

内分泌、栄養および代謝疾患 23 40 63 

精神及び行動の障害    

神経系の疾患 2 2 4 

眼および付属器の疾患    

耳および乳様突起の疾患    

循環器系の疾患 11 17 28 

呼吸器系の疾患 204 89 293 

消化器系の疾患 12 4 16 

皮膚および皮下組織の疾患 7 7 14 

筋骨格系および結合組織の疾患 16 10 26 

腎尿路生殖器系の疾患 22 24 46 

妊婦、分娩および産褥    

周産期に発生した病態    

先天奇形、変形および染色体異常    

症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されな

いもの 

7 11 18 

損傷、中毒およびその他の外因の影響 4 5 9 

健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用    

合計 567 323 890 

（平成 27年） 

 

６．主な業績 

【学会発表】 

「自治医大附属病院におけるメチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）菌血症患者の 

中枢神経系合併と抗菌薬選択の現状」 

南 建輔 

    第 89回日本感染症学会総会    平成 27年 4月 17日 

 

「健常成人に発症した肺炎球菌による化膿性脊椎炎の１例」 

  山﨑 海成 

第 209回日本内科学会近畿地方会 平成 27年 9月 12日 



 

   「淡水曝露により Edwardsiella tardaを含む複数菌菌血症を起こした１例」 

    迫 健太郎 

   第 210回日本内科学会近畿地方会 平成 27年 11月 28日 

       

   「肺膿瘍との鑑別に苦慮した多発血管炎性肉芽腫症の１例」 

藤原 えり 

第 211回日本内科学会近畿地方会 平成 28年 3月 26日 

 

  「メチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）によるペースメーカーリード感染に対して、 

デバイスを経皮的に抜去し、感染性塞栓を合併した 1例」 

李 侑香 

第 212回日本内科学会近畿地方会 平成 28年 6月 25日 

 

「MRSAによる脳室心房（VA）シャント感染を発症した 1例」 

鎌田 百香 

第 213回日本内科学会近畿地方会 平成 28年 9月 24日 

 

７．学会認定施設 

  日本内科学会認定医制度教育病院 


