
平成26年度診療報酬調査専門組織 
ＤＰＣ評価分科会特別調査 

昭和大学病院 

平成２６年１１月２６日 



昭和大学８附属病院とＤＰＣ病院について 

藤が丘病院 
ＤＰＣ Ⅱ群 

 
北部病院 
ＤＰＣ Ⅲ群 
精神病床９２床 

 

・昭和大学病院 
ＤＰＣ Ⅰ群 
・東病院 
ＤＰＣⅢ群 

江東豊洲病院 
ＤＰＣ準備病院 

精神専門病院 
精神病床２９６床 



昭和大学８附属病院について 

病院名 機能 病床数 ＤＰＣ 所在地 

昭和大学病院 
特定機能病院       
救命救急センター 

815床 ＤＰＣⅠ群 品川区 

昭和大学病院附属東病院 199床 ＤＰＣⅢ群 品川区 

昭和大学藤が丘病院 救命救急センター 584床 ＤＰＣⅡ群 横浜市青葉区 

昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ病院 

回復期ﾘﾊ（15対1） 206床 － 横浜市青葉区 

昭和大学横浜市北部病院 地域支援病院 
689床 

（精神92床） 
ＤＰＣⅢ群 横浜市都筑区 

昭和大学江東豊洲病院 300床 準備病院 江東区 

昭和大学附属烏山病院 
精神科救急入院     
（スーパー救急） 

340床 
（精神296床） 

－ 世田谷区 

昭和大学歯科病院  22床 － 大田区 



昭和大学病院について 

開時設白：昭和３年５月 
所在地白：東京都品川区旗の台１－５－８ 
病床数白：一般病床８１５床 
       （救命救急15床、ＩＣＵ14床、ＣＣＵ10床、ＮＩＣＵ15床、ＭＦＩＣＵ９床 等） 
標榜科白：３６診療科（精神神経科あり） 
各種指定：特定機能病院、臨床研修指定病院、がん診療連携拠点病院、エイズ拠点病院 
       災害拠点病院、ＤＭＡＴ指定医療機関、難病医療拠点病院、救命救急センター 
       総合周産期母子医療センター、東京都脳卒中急性期医療認定機関 等 



昭和大学附属烏山病院について 

開時設白：昭和２６年６月 
所在地白：東京都世田谷区北烏山６－１１－１１ 
病床数白：総病床数３４０床 
       精神科病床２９６床（精神科救急入院料１ 91床）、一般病床４４床 
標榜科白：精神科、内科、歯科・歯科口腔外科 
各種指定：精神保健福祉法指定病院、精神科救急指定医療施設、 
       指定自立支援医療機関（精神通院医療）  
       臨床研修協力型病院 等 



昭和大学横浜市北部病院について 

開時設白：平成１３年４月 
所在地白：神奈川県横浜市都築区茅ヶ崎中央３５－１ 
病床数白：総病床数６８９床 
       一般病床５９７床、 
       精神科病床９２床（精神科救急入院料１ ４２床、認知症病床５０床） 
標榜科白：３６診療科（精神科あり） 
各種指定：地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、臨床研修指定病院 等 



昭和大学病院と附属東病院 
〇昭和大学病院 

・昭和3年開院 

・特定機能病院 

・815床 

・内科・外科・小児科・精神神経科・ 
 救急医学科など35診療科 

・救命救急センター 

・ＩＣＵ・CCU・ＨＣＵ等 

・総合周産期母子医療センター   
等 

〇昭和大学病院附属東病院 

・平成11年開院 

・199床（一般病床のみ） 
・内科・眼科・皮膚科・ペイン・ 
 精神神経科 

 

 

 

元々は１つの医療機関 
であった 

附属東病院 



救急医療における精神症状評価と初期診療について 

〇良質な初療を提供し、その後につ
なげる標準的なケアについて、あら
かじめ習得しておくことが求められる。 

 

 

〇救急外来や救急病棟・救命救急セ
ンターの医療スタッフ（特に研修医と
看護師）を対象に、精神科医がいな
い状況（少なくとも翌朝まで）での精
神科的症状を呈する患者への、安全
で患者にとっても安心な“標準的”初
期診療ができるためのガイドブック 

 

 

 



◇他医療機関との連携状況 

平成25年度実績 他医療機関の精神
科への紹介 

内）転院依頼 内）昭和大学烏山
病院への転院 

昭和大学病院 113件 36件 24件 
（67％） 

東病院 200件 93件 66件 
（91％） 

合  計 313件 129件 90件 
（70％） 

◇院内における精神科との連携状況 

平成25年度実績 精神神経科への診療依頼状況 

昭和大学病院 747件 

東病院 226件 

合  計 973件 



昭和大学病院 初期臨床研修プログラム 
について 

昭和大学病院 



自主性尊重型プログラム 

小児科ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

産婦人科重点プログラム 



     平成２７年度 自主性尊重プログラム 

内  科（２ケ月×３診療科） 

救急 

   4   5   6   7   8   9   10    11   12    1    2   3     

 
総合内科 

（ＥＲ） 麻酔科 
1 

年 

次 

2 

年 

次 

１年次  必修：内科６ケ月（２ケ月 × ３診療科）、総合内科（ＥＲ）１ケ月 

               選択科目（９ケ月） 

 

選択 

必修① 

 

選択 

必修② 

選択 

必修③ 

地域 

医療 

    選択必修：麻酔科２ケ月（必修） 

      ①呼吸器外科、心臓血管外科、消化器・一般外科より選択  

      ②小児科、精神神経科、産婦人科より選択 

      ③残りの外科、産婦人科、小児科、精神神経科から1診療科選択 

 

２年次  必修科： 
      救急（救急医学科２ケ月、又は救急医学科１ケ月＋総合内科（ＥＲ）１ケ月） 
      地域医療１ケ月（診療所、中小病院等） 
            選択科： 
       １ケ月単位で選択可能。上限期間は設けない。 

      



 平成２７年度小児科キャリアパス支援型プログラム 

内   科 

救急 

   4   5   6   7    8    9   10   11   12    1   2   3     

 
総合内科 

（ＥＲ） 小児科 
1 

年 

次 

2 

年 

次 

１年次  必修科：内科４ケ月（２ケ月単位２診療科）・総合内科（ＥＲ）１ケ月 

          選択科目           

麻酔科 

地域 

医療 

                                                                                       

                                                                           

    選択必修科：麻酔科２ケ月 

          小児科５ケ月 

 

 
２年次  必修科： 
      救急（救急医学科２ケ月、又は救急医学科１ケ月＋総合内科（ＥＲ）１ケ月 

      内科２ケ月×１科目、地域医療１ケ月    

      

       

      選択科目： 
       １ケ月単位で選択可能。上限期間は設けない。 

      

内科 小児選択 小児科 

 

      選択必修科：小児科３ケ月 

      小児選択２ケ月（小児外科、産婦人科、耳鼻咽喉科より選択） 
      ＊小児科医として経験してほしい診療科を小児選択科として設けている。 

         

      



     

 

     

               選択必修科： 麻酔科２ケ月 ・ 小児科（ＮＩＣＵ）２ケ月 ・ 

           産婦人科３ケ月 

＊１年次で産婦人科の基礎、２年次で各重点コースに合わせたアレンジを個別に 

 組むことができ、後期研修（専攻医）へキャリアアップがスムーズに行える。 

  

 

 

 平成２７年度 産婦人科コ－ス 
 

    4     5    6    7    8    9    10   11    12   1    2    3     

 
産婦人科 

1 

年 

次 

2 

年 

次 

１年次  必修科： 内科６ケ月（１ケ月単位最大６診療科選択可）           

             救急２ケ月（総合内科（ＥＲ）含む）                                                 

     

    選択必修科： 産婦人科４ケ月 

 

 
 

２年次  必修科：  地域医療１ケ月（診療所、中小病院等） 
      

       

       選択科： １ケ月単位で選択可能。上限期間は設けない。 

      

救急 
総合内科（ＥＲ）含む 

地域 

医療 

小児科 

（ＮＩＣＵ） 
産婦人科 選択科目 

（周産期重点コース、骨盤外科重点コース、生殖内分泌重点コース） 

    内  科 
（１ケ月単位６分野選択可） 

麻酔科 

内科 

救急医学科 


