◆神奈川県の初期臨床研修病院５９

【横浜北部】
1.済生会横浜市東部病院

2.汐田総合病院
3.横浜労災病院
4.菊名記念病院
5.昭和大学藤が丘病院
6.昭和大学横浜市北部病院

No.1

社会福祉法人 恩賜財団

済生会横浜市東部病院

【病院の概要・特色】
2007年3月に開院した横浜市東部医療
圏の地域中核病院（562床）です。
医療と福祉の連携をめざす済生会理念の
もと、社会福祉法人として患者中心の良質
な医療の提供をめざす他、医療を通じて何
よりも大切な命を守りたいと考えています。診
療機能の特徴としては、がん、心疾患、脳卒
中等に関する高度で専門的な医療の提供、
疾患別センターによる職種を超えたチーム医
療の提供を進める他、救命救急（1～3
次）、小児救急、精神科救急、周産期等
の医療を担います。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【応募先】 〒230-8765
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1
Tel. 045-576-3000 Fax. 045-576-3586
URL：http://www.tobu.saiseikai.or.jp

アクセス
JR京急川崎駅または鶴見駅より
バスで15分/JR尻手駅より徒歩18分

【プログラムの特徴】
救命救急センターおよびER型救急医療、
小児科救急、精神科救急、周産期i医療
など充実した救急医療と、がん・心臓血管疾
患・脳血管疾患などに対応した高度専門医
療、地域医療連携、診療科や職種の枠を
超えた新しいチーム医療を展開している。初
期研修は、将来いかなる領域を専門とする
にしても医師である以上修得しておくべきプラ
イマリ・ケアのできる臨床医の育成を基本目
標とし、そのため以下の点を重視している。
（１）救急医療、プライマリ・ケア
（２）チーム医療、地域医療連携
（３）全人的医療
（４）探求心・研究マインド

・基本であるprimary care と救急対応をしっかりと学ぶことができる。
・救急外来では一次から三次まで幅広い重症度の症例の初期対応に携わり、特に市内有数の重症
外傷センターとして、他施設ではできない経験ができる。
・common diseaseの初期対応能力は救急外来で学ぶことができ、各診療科での研修では専門的
な疾患について学べる。
・手技の機会に多く恵まれ、首都圏の他研修病院と比較しても、豊富な経験ができる。
・2年目の研修は選択制であり、自分が経験したい診療科をローテーションすることができる。
・同期研修医は毎年全国から集まっており、研修医を初めとして病院全体が活気に満ちている。
・上級医の先生方だけでなく、熱意にあふれ経験豊富な他職種スタッフと内容濃い議論もでき、
とことん疑問を追求できる環境である。

平均外来患者数
1,133人／１日
平均入院患者数
516人／１日
専門研修：有
専攻医数：18人
基幹プログラム：
内科、小児科、精神
科、救急科、麻酔科、
外科、総合診療科

病床数 562床
一 般：468床
精神科： 50床
重症心身障害児（者）
施設サルビア：44床

給与（基本給）
280,000円（１年目）
320,000円（２年目）

賞与：なし
2019年度参考年収
450～540万円

医師数
全医師数：252人
－男性：192人
－女性： 60人
日当直回数
平均4～5回/月
平日夜勤
休日日勤・夜勤
休日遅番（17-22時）

指導医数：88人
研修医数：20人
－１年目：10人
－２年目：10人

諸手当
住宅・通勤（入寮者は除く）
時間外（夜勤・休日日勤
夜勤）など

保育施設の有無：
有/院外（2㎞）

研修医の主な出身大学：
慶應大学、東京女子医科大学、東邦大学、慈恵医科大学、北里大学、横浜市立大学、
日本医科大学、東北大学、鹿児島大学、北海道大学、昭和大学、日本大学、杏林大学、
札幌医科大学、筑波大学、新潟大学、浜松医科大学、佐賀大学、琉球大学ほか

No.2

財団法人横浜勤労者福祉協会
うしお だ

汐田総合病院
【病院の概要・特色】

JR川崎駅から1駅目
横浜、東京、羽田空港へ
アクセス抜群の立地！

【応募先】 〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20
Tel. 045-574-1485 Fax. 045-574-1075
URL：https://www.ushioda-doctor.jp/

当院はJR川崎駅から南武線で1駅目の「尻手(しって)駅」近くにあります。横浜駅へは電車で約20分、東京
駅と羽田空港へは約30分と交通アクセスは快適です。また、当院は2001年に開院した基幹型臨床研修病
院で、特色としてはCommon diseaseに対する幅広い知識を獲得出来ることにあります。地域の医療機関
であるため、日常の診療で頻繁に遭遇する疾患に加え、内科系・外科系の救急疾患の初期対応も経験する
ことが出来ます。その中で、症例に基づく勉強のやり方、検査や治療方針、外来・救急における疾患のマネジメ
ントを習得していきます。さらに、医師としての人格の涵養を育むため、協調性、倫理性を持ちチーム医療の中
でリーダーシップを果たしていく点を重視し、医師以外にもコメディカルを含め病院全体で研修医を育てる風土の
確立に努めています。患者さんの立場に視点を置き、患者さんが求める医療をチームで探求し、医療スタンスを
構築することは大切なことです。そして、専門性と総合性を兼ね備え、予防からリハビリテーションまで一貫した医
療を実践すると共に、需要が増加している高齢者医療や在宅医療にも力を入れています。横浜市二次救急
拠点病院・横浜市脳血管疾患医療機関・神奈川県災害医療協力病院として、市内の救急医療の一端を
担っています。更に、特筆すべきは266床と小規模ながら市内トップ3の脳卒中専門医と神経内科医が多く在
籍しており、脳卒中関連はもちろんプライマリケア、急性期から在宅診療まで幅広い領域の基礎的知識を学び、
経験を積むことが出来ます。また、2021年春には58床増床予定です。横浜での地域医療に関心のある方は
是非一度、私たちの医療を体験しに来て下さい。遠方からの実習希望の方には、前泊ホテルの用意（無
料）もあります。お気軽にご応募ください。お待ちしております。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

4年連続フルマッチ中！

◆地域密着型の病院です。地域の患者さんが抱えている問題に多職種連携で取り組む姿を見てください。
また、神経内科研修には外部の病院からも研修医が来ています。ジェネラルな研修はもちろんのこと、大学病院
に負けないぐらい珍しい症例を含めたアカデミックな研修が行えるなど魅力たっぷりで、良い意味で“穴場”の病院
です。また、研修医が少人数という強みとして直接、指導医から教わることができ手技はもちろん、任せてもらえ
る“業務”の幅が広いのもアピールポイントです。(2019年入職研修医・新潟大学卒）
◆初期研修の間に、common diseaseを自分でしっかりみることができ、基本的な手技はできるようになりた
いと考えており、急性期から慢性期まで満遍なく見ることができる地域病院を探していました。また、2年間も働く
場所なので、自分が過ごしやすい環境かどうかを重視しました。病院見学の時に医局で違う科の先生方が気軽
に相談しているのを見たり、明るく自由な雰囲気が自分に合っていると思い、研修先に選びました。実際に働い
てみて良かった点は医師やコメディカルとの距離が近く、アットホームな雰囲気で研修する事が出来ています。研
修医も少人数なので、手厚く指導してもらえます。また、考えながら自分で積極的に診療でき、手技もたくさん
経験出来ます。病院全体が研修医の意見も聞いてくれる環境で、自分のやりたいことを実現しやすいです。楽
しく研修できるので、勉強の意欲もわいてきて、とても良いサイクルで毎日研修する事が出来ています。(2018
年入職研修医・横浜市立大学卒）

アクセス
JR南武線 尻手（しって）駅
徒歩 7分

平均外来患者数
464人／１日
平均入院患者数
274人／１日

医師数
病床数
病院全体：45人
一般：104床
－男性：28人
回復期ﾘﾊ：58床
－女性：17人
地域包括ｹｱ：104床

専門研修：有
専攻医数：3人
基幹プログラム：
総合診療科

給与：
4,875,000円（１年目）
5,524,000円（２年目）
賞与：2回/年

当直回数：
平均4回/月
※見習い期間は
23時には帰って
もらいます。

指導医数：10人
研修医数：3人
－１年目：2人
－２年目：1人
－4,5,6年目：数名
諸手当：
住宅・家族・通勤
・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院外

研修医の主な出身大学：横浜市立大学、群馬大学、新潟大学、弘前大学、大分大学・・・

【研修医ミーティング】1ヶ月ごとの研修を振返り、プレゼンテーションします。研修医全員が発表す
るので、他の研修医が他科でどんな研修をしてきたのかを知ることができ、自分の研修を評価す
る上でも役立ちます。また、研修環境や研修プログラムなどについても気になった事があれば発言
して「研修医自身が研修をより良くしよう」とみんなで話し合える場でもあります。研修医と若手医
師しかいないのでピリピリしたムードではなく、とても和やかな雰囲気の中で言いたい事を自由に言
うことができ、提起された問題について研修医みんなで考えることが出来るランチミーティングの場
となっています。

No.3

独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院

【病院の概要・特色】
当院は、横浜市北東部医療圏の地域中核病
院として、平成３年に開設された市内でも有数の規
模と実績のある病院です。母体は独立行政法人労
働者健康安全機構で、全国３２の労災病院を有
し、当院はその中でもリーディングホスピタルとして、患
者さんの立場に立った医療、患者さんの満足度を高
め、安心していただける医療を実践しており、急性期
の高度医療を提供するとともに、地域医療面では、
地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、
地域周産期母子医療センター、小児救急医療拠
点病院、救命救急センター、災害拠点病院、ＤＭ
ＡＴ指定病院の指定を受け、地域中核病院として
重要な役割を果たしています。また、ガンマナイフによ
る治療など高度かつ先進的な医療の提供にも努め
ており、内視鏡手術支援ロボットや高精度放射線
治療装置を導入し、地域中核病院としての役割を
一層高めています。

【応募先】 〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3211 医師臨床研修センター
Tel. 045-474-8111 Fax. 045-474-8110
URL：https://www.yokohamah.johas.go.jp/medical/clinical_training/

アクセス
JR横浜線 新横浜駅
徒歩 10分

【プログラムの特徴】
当院の初期臨床研修プログラムは、医
師臨床研修省令の基本理念にのっとり、
医師に共通して求められている基礎的知
識、技術、態度などの修得できるように、各
診療科を総合的にローテートする全科ロー
テート研修方式を採用しており、内科系
コース・外科系コースなどあらかじめ進路を
決める必要はなく、臨床研修を行う分野を
自由に選べる「選択科目」を多くとれるよう
に配慮されている。また、救急対応などから
各専門医療まで幅広く、数多くの症例を経
験できる。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
皆さんが初期研修に求めるものは何でしょうか？
研修プログラムが自分に合っている病院、自分が進みたいと考えている診療科が強い病院、沢山の症例を経験できる病
院、手技を多く経験できる病院、給料が良い病院など様々な要素があると思います。
横浜労災病院は横浜市港北区の中核を担う急性期病院です。ここには多種多様な社会的背景を持った様々な重症
度の疾患の患者さんが受診されます。ERでは私達研修医がファーストタッチで対応する事になり、私自身もこの1年でも多
くの患者さんと出会いました。そこでは綺麗事だけではない様々な出来事があり、助けになれた人も残念ながらそうで無かっ
た人もいました。しかし、その一人一人の患者さんとの時間がこの一年の私の成長に繋がっていると思いますし、そうでなくて
はいけないと思っています。
研修医は学生の頃とは異なり医師免許を持つ一人の医者として主体的に患者さんに接しなくてはならず、時には辛い経
験をすることもあります。しかし私達は一人ではありません。当院には多くの熱心な指導医の先生方がおり、時に厳しく困難
にぶつかった時には手を差し伸べてくれます。また頼りになる先輩や、優秀な同期の研修医のみんながいい刺激を与えてく
れます。年齢、性別関係なく多くの背景を持った患者さんに真正面から向かい合い、主体的に診療に参加できる、そんな
当院で研修をしてみたいという皆さんの見学を、心からお待ちしております。

平均外来患者数
1860人／１日
平均入院患者数
525人／１日
専門研修：有
専攻医数：18人
基幹プログラム：
内科、小児科
整形外科、救急科

病床数
一般：650床
療養： 0床

医師数
病院全体：271人
－男性：188人
－女性： 83人

給与：
27万円（１年目）
30万円（２年目）
賞与：一時金2回/年
1年目：130,500円
2年目：174,000円

当直回数：
1回/週
平均4回/月
（21,000円/1回）

指導医数：102人
研修医数： 34人
－１年目： 18人
－２年目： 16人
（たすき4名含む）
諸手当：
通勤手当・当直
時間外・休日給
保育施設の有無：
有/院内保育所

研修医の主な出身大学：
横浜市立大学、千葉大学、慶應義塾大学、、東京大学、日本医科大学、東北大学
山梨大学、群馬大学、順天堂大学、北海道大学、東京慈恵会医科大学、宮崎大学
東京女子医科大学、札幌医科大学、岡山大学、産業医科大学、福島県立医科大学
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医療法人五星会

菊名記念病院

【病院の概要・特色】
当院は年間8,000台以上の救急車を受け入
れている横浜市内でも有数の救急病院です。
横浜市北部地域の基幹病院としてER、循環
器センター、内視鏡センターを備え、24時間体
制で患者を受け入れ、緊急手術にも対応して
おります。
また、平成28年12月にはSCU（ストロークケ
アユニット）の開設、平成29年12月には内視
鏡センター改築（2室→4室）、リハビリテー
ション室改築（面積拡大）を行い、更なる体
制の強化を行っております。

【応募先】 〒222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27
Tel. 045-402-7117 Fax. 045-432-2472
URL：https://kmh.or.jp/index.html

アクセス
JR横浜線・東急東横線
菊名駅
徒歩 4分

【プログラムの特徴】
①救急研修は当番制・・・当院では救急研
修を週1回の当番制という方法を取っていま
す。長期にわたり、継続して救急外来を経験
することで様々な症例を経験することができま
す。
②研修医は少人数・・・当院の研修医受入
人数は4名です。研修医の人数を少人数に
することで、ひとつひとつの症例を掘り下げて経
験することができ、１人あたりが経験できる症
例数を多くしています。
③急性期病院で学ぶ救急医療・・・当院で
は毎年救急車搬入件数が8,000台以上で
す。急病と外傷の比率は7：3程度となってお
り、その症状は軽症から重症まで様々です。
病棟よりも迅速な対応と鑑別診断能力が求
められるため、自分で考えて進めていく力が身
に付きます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
当院は218床の規模の小さな病院で、年間8,000台以上の救急車を受け入れてお
ります。循環器内科、消化器救急疾患、脳神経外科、心臓血管外科の重症救急
患者にも対応可能であります。また、当院では総合診療科を設けており、守備範囲の
広い診療を行っております。初期研修教育では、まず患者の初期診療に携わり、幅
広い臨床経験を積んで頂いております。臨床経験を多数積みたいと考える研修医希
望者には、規模の小さいアットホームな環境で、濃い中身を持った当院で研修して頂
きたいと思っております。

平均外来患者数
335.8人／１日
平均入院患者数
193.2人／１日
専門研修：有
専攻医数：0人
基幹プログラム：

病床数
一般：218床
療養：0床

医師数
病院全体：60人
－男性：49人
－女性：11人

給与：

当直回数
規定なし
(本人の希望に応じて
決定)
10,000円/1回

月額350,000円
(1年目)
月額380,000円
(2年目)

賞与：無

指導医数：16人
研修医数：7人
－１年目：4人
－２年目：3人
諸手当：
住宅・家族・通勤
・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院外

研修医の主な出身大学：
東京大学、順天堂大学、東京女子医科大学、産業医科大学、北海道大学、
札幌医科大学、群馬大学、三重大学

No.5

昭和大学藤が丘病院
【病院の概要・特色】
当院の特徴としてまず挙げられるのは、大学附属
病院としての高度な医療の水準を保ちつつ、急性
期医療から希少な疾患、リハビリテーションまで、
様々な患者さんを多数診療していることです。
また、臨床研修医教育では開院時からレジデント
制を取り入れ、偏りのない研修プログラムを実施し
てきました。この方式により昭和大学、他大学を卒
業した多くの臨床研修医が当院での研修を終え、
さらに専門研修に進んだ者はgeneralに強い専門
医となり、各方面からの信頼も厚く、当病院幹部を
はじめ様々なところで活躍しています。
〇
当院のもう一つの特徴として救急医療に力を入れ
ていることが挙げられます。救命救急センターでは高
度な三次救急を行っており、さらに近隣の医療需
要に応えると同時に初期臨床研修を充実させ、一
次救急・二次救急・三次救急を一体化体制し、
救急・初期診療に強い医師を育てる環境となって
います。

【応募先】 〒142-8555
東京都品川区旗の台1-5-8
昭和大学医師臨床研修センター臨床研修医募集係
Tel. 03-3784-8299 Fax. 03-3784-8276
URL：https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/

昭和大学藤が丘病院へのアクセス
東急電鉄 田園都市線
藤が丘駅 徒歩 1 分
藤が丘病院

【プログラムの特徴】
①基本プログラム
基本研修科を十分な期間を充てて研修す
ることにより、しっかりした基礎的臨床能力と
ＧＰ(General Physician)に求められるプ
ライマリ・ケアの実力を身につけることができま
す。また、研修医の自主性を尊重し、選択
の自由度も配慮しています。
②産婦人科/小児科キャリアパス
支援型プログラム
将来産婦人科医または小児科医になるこ
とを希望している研修医を対象にしたプログラ
ムです。充分な期間を産婦人科と小児科に
充て、将来の専門医を目指した研修が可能
です。

休憩や文献検索のできるラウンジ

皆さんに個人用デスクとロッカー

平均外来患者数：
1,180人／１日
平均入院患者数：
531人／１日

病床数
一般：584床

医師数
病院全体：315人
－男性：237人
－女性： 78人

指導医数：104人
研修医数： 50人
－１年目： 25人
－２年目： 25人

当直回数：
平均5回/月

諸手当：
住宅・当直・時間外
ほか
保育施設の有無：
無

【病院から皆さんへ：研修医の声】
指導医がとても教育熱心で、アットホームな明るい雰囲気です。診療科間の 垣根
が低く、医師同士はもちろん、多職種間ともコミュニケーション・情報共有がスムーズに
行われており、“チーム医療”を実践的に学ぶことができます。
また、研修医向けの教育が伝統的に行われていて、手技を学ぶスキルアップセミナー
（内科系のベーシックコース、外科系のアドバンストコース）、様々な講習会、モーニン
グセミナー（週2回、軽食付き）などが実施され、充実した研修を楽しく行うことができ
ます。やる気にあふれるあなたをお待ちしています！！

昭和大学
臨床研修センター

専門研修：有
専攻医数：59人
基幹プログラム：
内科、形成外科

給与：
300,000円
宿日直、時間外含む
賞与：なし

研修医の主な出身大学：
昭和大学、聖マリアンナ医科大学、帝京大学、北里大学、東京女子医科大学、
東京医科大学、東邦大学、藤田医科大学、獨協医科大学、日本医科大学

No.6

昭和大学横浜市北部病院

【病院の概要・特色】
本病院は横浜市医療政策の一環として
配置された地域中核病院の１つであり、
地域がん診療連携拠点病院、地域医
療支援病院に認定されています。内科と
外科が１つのチームになって専門診療を
行うセンター方式による診療体制をコアと
し、緩和ケア病棟や精神科病棟といった
特殊病床も併設されています。また助産
師を中心とし軽症出産への対応を目的
としたマタニティ病棟の設置といった先駆
的な取り組みをしており、医療の安全管
理を徹底しながら、人間教育にも力を入
れ、医療の質とサービスの向上を目指し
ています。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒142-8555
東京都品川区旗の台1-5-8
昭和大学医師臨床研修センター臨床研修医募集係
Tel. 03-3784-8299 Fax. 03-3784-8276
URL：https://www.showa-u.ac.jp/PCTC/

基本プログラム
28週間の選択期間を設けた自由度が
高いこのプログラムは、将来進むべき診療
科が決まっていない研修医にとっては
様々な診療科を回り、将来進むべき道を
考える良い機会となります。また、将来進
むべき診療科が決まっている研修医には、
自身にとって必要と考える研修を自由に
プログラムすることが可能です。
産婦人科/小児科プログラム
将来産婦人科あるいは小児科への専攻
研修を希望する者のみならず、妊婦や小
児と接する機会の多い他の専門診療を
希望する者にも幅広く対応できます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
横浜市北部に立地する当院は、東京や横浜へのアクセスがよく、また港北ニュータウン内にあるため、小児から
高齢者まで幅広い年齢層の患者診療に携わることができます。また消化器センターや循環器センターなど、国
内外でも有名な医療スタッフを多数抱え、初期研修のみならず専門医研修まで医師としてのキャリア形成に望
ましい陣容を誇り、大学病院としての特性から主に急性期病院としての機能を果たしています。また院内で行う
ランチョンセミナー、CVC講習会などの勉強会や、院外で実施する外科手技スキルアップセミナー等、知識や技
能の獲得のための講習会が多数企画されています。さらに病院長自らが研修の状況や研修医の要望などを聞
く「病院長ランチョンミーティング」も適宜実施しており、研修医達は数か月に1度、病院長と直に話をする機会を
持つことができます。日々の振り返りを大事にし、研修医達は豊富な症例の中で、日々切磋琢磨し研修に臨
んでいます。院内にある研修医寮に居住することで、通勤の煩わしさもなく、研修に、またプライベートに時間を
有効に使うことができます。このような研修環境に恵まれた当院で、あなたも私たちと一緒に臨床研修に臨みま
せんか。
「鉄は熱いうちに打て」です。あなたの「良き医師となる」という熱い思いに期待しています。

平均外来患者数
1,070人／１日
平均入院患者数
588人／１日
専門研修：有
専攻医数：54人
基幹プログラム：
内科、外科、小児科、
精神科、産婦人科、
麻酔科、放射線科

北部病院へのアクセス
横浜市営地下鉄
ブルーライン・グリーンライン
センター南駅 徒歩 5分

病床数
一般：597床
精神：92床

医師数
病院全体：269人
－男性：202人
－女性：67人

指導医数：109人
研修医数：48人
－１年目：24人
－２年目：24人

給与：
300,000円
宿日直、時間外含む
賞与：なし

当直回数
平均5回/月

諸手当：
住宅・当直・時間外
ほか
保育施設の有無：
無

研修医の主な出身大学：昭和大学、東海大学、聖マリアンナ医科大学、帝京大学、
奈良県立医科大学、北里大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学、秋田大学、
東京大学、東京医科大学、島根大学、高知大学、東邦大学、札幌医科大学、
愛知医科大学、金沢医科大学、富山大学、産業医科大学、久留米大学、岩手医科大学

