◆神奈川県の初期臨床研修病院５９

【横浜西部】
7. けいゆう病院
8. 横浜市立市民病院
9. 聖隷横浜病院
10.東戸塚記念病院
11.戸塚共立第1病院
12.国立病院機構横浜医療センター
13.横浜旭中央総合病院
14.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
15.国際親善総合病院
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一般財団法人神奈川県警友会

けいゆう病院

【病院の概要・特色】
当院は地域の第一線の急性期病院であ
り、地域の中核病院、また神奈川県警の
職域病院として機能している。病床数
410床、診療科目32科の総合病院で、
神奈川県の二次救急病院に指定されて
いる。
疾患領域は偏ることなく、各科で多岐にわ
たり症例数は豊富である。急性疾患のプラ
イマリケアから慢性疾患管理にいたる診療
を行っている。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【応募先】 〒220-8521
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3
Tel. 045-221-8300 Fax. 045-681-9665
URL： http://www.keiyu-hospital.com

アクセス
みなとみらい線 みなとみらい駅
徒歩 5分

【プログラムの特徴】
将来第一線の臨床医あるいは家庭医とし
て適切なプライマリケアを実践する力を付け
るために、また専門医を目指す者にとっては
その基礎を身につけるために求められる基本
的診療に必要な態度・技能・知識を修得
し、人格を涵養することを目的とする。
1年目は内科・外科・救急科を基本研修
科目として研修する。救急科は3ヶ月のうち
1ヶ月は横浜市立みなと赤十字病院で研
修を行う。2年目は小児科・産婦人科・精
神科・地域医療を必修科として研修し、残
りの期間は選択科目を研修する。
選択期間は連携する東邦大学付属病院
での研修も可能である。

当院における研修の大きな特徴の一つとして、内科ローテーションが挙げられます。1年目の研修で内科6カ月を回る
中で、内科の2科、もしくは3科をセットで回る病院はそう多くはないでしょう。回診やカンファレンスが占める時間も増え
る半面、主要内科7科を満遍なく学ぶことができるシステムとなっております。内科医を目指す方はもちろん、将来どの
科に進もうか迷っている方や、内科的診療がしっかりできる外科医を志す方にも適したローテーションなのではないかと
思っています。初期研修医が学年に6人しかいない分、回る科の手技や上の先生からの指導も独り占めすることがで
きます。救急当直もこの病院の特徴的な制度です。夜間の当直帯では専攻医1名、初期研修医1名の体制となっ
ているため、ファーストタッチはすべて自分で行い、どの検査や治療を行えば患者を助けることができるか模索しながら
一晩を過ごすことになります。自分にとって身近な先輩である専攻医の先生に教えていただきタッグを組みながら1年
間を過ごすため、思った以上に仲良くなれます。医学的なことから人生の悩み事について、自分たちの一歩先を行く
先生方に気兼ねなくいろいろと聞くことができます。そして何よりも、当院の「温かさ」に僕は魅力を感じます。病棟で私
たち以上に患者のそばにいてくださる看護師の方々や処方薬に間違いがないか一つ一つ確認してくださる薬剤師の
方々、ほかにも技師さんや事務の方々などどこを訪れても優しい人ばかりです。1年目の研修医は正直言って何もで
きません。それでも私たちのミスに嫌な顔一つせず、質問した際には丁寧に教えていただき、周りの方々に支えられな
がらやっと医療に携わることができます。そのことに感謝する日々ですが、病院全体がチームとして一人一人の患者を
助ける体制を身をもって経験できるのがこの病院だと思います。

平均外来患者数
1151人／１日
平均入院患者数
316人／１日

専門研修：有
専攻医数：13人
基幹プログラム：
内科

病床数
一般：410床

給与：

医師数
病院全体：131人
－男性：89人
－女性：42人

当直回数：

284,900円（１年目） 1 回/週
301,300円（２年目） 平均4回/月
（1年目8,000円/1回）
賞与：2回/年
（2年目11,000円/1回）

指導医数：34人
研修医数：10人
－１年目：6人
－２年目：4人

諸手当：
住宅・家族・通勤
・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院内保育

研修医の主な出身大学：
慶應義塾大学、東邦大学、北里大学、順天堂大学、信州大学、慈恵会医科大学、
聖マリアンナ医科大学、横浜市立大学

No.9

社会福祉法人聖隷福祉事業団

聖隷横浜病院

【病院の概要・特色】
当院は2003年に国立横浜東病院より経営移譲
し、地域の医療ニーズに応えるべく組織強化を続け
て今に至ります。特に救急医療では横浜市二次
救急拠点病院として受け入れ体制を拡充し、昨
年度は5,326台の救急車受け入れをし、内科系、
外科系、脳神経外科、循環器の医師がローテイ
ションに加わり地域を支える基幹病院の役割を果
たしています。また、高齢者医療のさらなる充実化
に向け、地域包括ケア病棟にて急性期治療を終
えた高齢患者の生活支援、近隣の病院や開業医、
高齢者施設との連携も図りながら地域に求められ
る医療を実践しています。
2019年7月に新外来棟が完成し非常にきれいな
環境で研修ができます。
2020年度には、回復期リハビリテーションと緩和ケ
ア病棟がオープンし、300床から358床へ増床しま
した。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒240-8521
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町215
Tel. 045-715-3111 Fax. 045-715-3387
http://www.seirei.or.jp/yokohama/

アクセス
横須賀線 保土ヶ谷駅
徒歩 10分(循環バス有）

・救急12週、内科32週、産婦人科4週、
小児 科4週、精神科4週、
外科8週（2年目）、地域医療4週（2年目）、
選択科32週（うちオリエンテーション10日含む
を2年間の中でローテイトします。
・産婦人科、小児科、精神科、地域医療につ
いては協力病院にて研修を行います。
協力病院は、県内の2次急病院（横浜医療
センター、横浜みなと赤十字病院、
済生会横浜市南部病院等）と
大学病院（東海大学医学部付属病院、
聖マリアンナ医科大学病院、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）の
選択が出来ます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
・この病院に来て良かったところは、研修医1年目と2年目の関係がよいところ。研修として、わからないことが
あっても上級医や2年目研修医に相談しやすく、自分で考えて治療方針なども考える機会があって、主体
的に研修ができるところ。
・どんな研修・手技ができるか
手技に関しては、採血・ルート確保はもちろん、腹腔穿刺・胸腔穿刺・胃瘻増設・内視鏡・イレウス管挿入
など様々な手技を1年目でも実際にやらせてもらえる。
・指導医は、ほとんどの先生が教育的で日々の診療で分からないことがあっても丁寧に指導してもらえる。また、
指導医によっては定期的に課題を出してくれる人もいて、忙しい中でも研修医にしっかり向き合ってくれる人
が多い。スケジュールがあえば食事にも連れて行ってくれる。
是非一度見学に来てください。見学では一緒に診療科をまわるので、普段の様子を見て雰囲気を
感じて、気に入っていただけたら是非一緒に働きましょう！

平均外来患者数
588.8人／１日
平均入院患者数
276.6人／１日
専門研修：有
専攻医数：5人
連携施設
内科基幹型予定

病床数
一般：358床

医師数
病院全体：71人
－男性：51人
－女性：20人

給与：月収
当直回数
1年目 約30万
●1回/週
2年目 約35~40万
平均：3～4回/月
賞与：なし
（8,000～
15,000円/1回）

指導医数：51人
研修医数：10人
－１年目：5人
－２年目：5人
諸手当：
住宅・家族・通勤
・日当直・時間外
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：
千葉大学、鳥取大学、浜松医科大学、獨協医科大学、弘前大学、東海大学、佐賀大学、
日本大学、聖マリアンナ医科大学、旭川医科大学、東京医科大学、北里大学等
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IMSグループ 医療法人財団 明理会

東戸塚記念病院

【病院の概要・特色】
【基本理念】全職員に信頼される医療の実践と、
地域住民に必要とされる病院
【許可病床数】292床（一般病棟：280床、ハイケアユニット：12床）
【開設】昭和63年10月
【病棟数】7病棟 他 外来 透析室 手術室 PFM
【診療科】内科・消化器内科・呼吸器内科・アレルギー
疾患内科・神経内科・糖尿病内科・内視鏡
内科・人工透析内科・腎臓内科・外科・
消化器外科・内視鏡外科・整形外科・
脳神経外科・皮膚科・形成外科・眼科・
循環器内科・泌尿器科・麻酔科・救急科・
放射線科・リハビリテーション科
【指定】保険医療機関、二次救急医療機関
救急告示医療機関 等
【設備・機器】手術室4室、透析17床、内視鏡検査室、
ヘリカルCT装置、X線TV撮影装置、
MRI（1.5テスラ）、シネアンギオ装置、
超音波診断装置レッドミル等
【手術実績】下腿足関節周辺の骨折、胸椎、腰椎以下骨
折損傷、膝関節周辺の骨折・脱臼、肩関節
周辺の骨折・脱臼 ：全国1位
【救急実績】月800台以上

【応募先】 〒244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7
Tel. 045-825-2190 Fax. 045-824-7626
URL：https://www.higashi-totsuka.com/

アクセス
JR横須賀線 東戸塚駅
徒歩 3分

【プログラムの特徴】
【プログラムの基本的方針】
医師国家試験合格後2年間の研修期間では、できる
だけ多くの科で修練し、臨床医に求められる基本的な
態度、技術および知識を習得すると共に、プライマリー
ケア全般の初期診療に関する能力を身につけ、病人の
もつ悩みや苦しみ、心理的および社会的側面を認識
でき得る愛情豊かな医師の育成を行う。
また、臨床の場を通じて生命の尊重を実経験として認
識するとともに、医の論理の滋養をはかり、全人的医
療を学び、医師としての自覚を形成する。生涯にわたる
医師としての研鑽において、その基礎を構築するもので
ある。
【研修方針】
常に患者さまの目線に立ち、患者さまの声に応えられ
る医療人を目指す。
救急医療とプライマリーケアに対応出来る基本的臨床
能力を身につける。
※各個人と相談の上、フレキシブルにスケジュールの調
整を行っており、自由度の高いプログラムを行っている。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
研修医になりたての頃はローテーションの仕方も分からず、皆さん将来進む科に迷いながら研修を開始
すると思います。毎月変わるローテーション科の中で自分が感じたことや経験したことをもとに将来の方
向性を見定めていく上で、当院のプログラムの十分な柔軟性を備えていると思います。
また、東戸塚記念病院は２次救急として年間救急車搬送数が9000台以上と横浜市でも屈指の
数を誇り、研修医の活躍の場が豊富に用意されています。また、診療科毎の垣根も低く、ローテーショ
ン中の指導医以外の上級医の意見をいつでも訊けるような指導医の先生方の懐の広さと熱意を感じ
ることが出来ます。
これからの多様化する医師像の中で自らの基盤をつくり、それぞれの進路に向けた将来像を描いてみ
てはいかがでしょうか。

平均外来患者数
535人／１日
平均入院患者数
268人／１日

病床数
一般：292床

医師数
病院全体：43人
－男性：35人
－女性： 8人

指導医数：13人
研修医数： 6人
－１年目： 3人
－２年目： 3人

専門研修：無
専攻医数：0人
基幹プログラム：
無

給与：
350,000円（１年目）
380,000円（２年目）
賞与： 無

当直回数
1回/週
平均4回/月
（10,000円/1回）

諸手当：
・通勤・当直・時間外

保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：
北里大学、東海大学、帝京大学、聖マリアンナ医科大学、筑波大学、東京大学、
近畿大学 等
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独立行政法人国立病院機構

横浜医療センター
【病院の概要・特色】
地域住民に選ばれる病院を目指し、年々診療
機能を向上させた結果、横浜市南西部地域中
核病院に指定され、地域の高度急性期病院と
しての地位を確立した。また、（1）地域密着型
のドクターカーが稼働し、総合診療領域から集中
治療まで幅広くカバーする救命救急センター、
（2）NICUを備え産科と小児科の拠点病院と
して高度な医療を提供する周産期母子医療セ
ンター、（3）緊急疾患からリエゾン精神医学ま
で幅広く学べる精神科病床の3部門を持つ急性
期総合病院なので、非常にバランスの良い研修
を行える。
さらに、臨床各科の垣根も低く、研修科以外の
医師にも木が来るに相談でき、何よりも優秀でや
る気のある研修医仲間は一生の良き友となるだ
ろう。

【応募先】 〒245-8575
神奈川県横浜市戸塚区原宿3－60－2
Tel. 045-851-2621 Fax. 045-851-3902
URL：https://yokohama.hosp.go.jp

アクセス
JR東海道線 戸塚駅
バス 約15分

【プログラムの特徴】
プログラムは必修科目（内科、救急科、外科、
小児科、産婦人科、精神科、地域医療）と選択
科目による。実際の研修は約1週間のオリエンテー
ションに続いて開始する。
基本的に4週間を最小期間とした研修を行う。
2020年から必修科になる診療科については、すべ
て当院で研修を行えるのが特徴である。さらに救急
当直研修として夜間、休日の日当直時に救急外
来と救急車対応（1～3次救急）を指導医の下
で診療を行う。当院の当直体制は7列体制（救
急科、第1：脳外・神内、第2：循内・心外、第
3：外科・整形、第4：内科、第5：産婦、第
6：小児）である。
地域医療研修は2年次からの研修となるが、当
院協力の200床以下の病院での研修、さらに鹿
児島県立大島病院（奄美大島）とも連携し、離
島医療を経験することも可能となっている。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
・カテーテル検査・心不全管理など「やってみよう」と任せてもらい、急性心筋梗塞などの対応もできました。（循内）
・内視鏡や腹部エコーなどの手技を学ぶことができます。（消内）
・気管支鏡をやらせてもらえ、肺炎から肺癌の治療まで学ぶことができます。（呼内）
・ｔ－PAを含めた急性期から病棟管理・リハビリまで一貫して学ぶことができます。（神内）
・糖尿病の教育入院患者が多く、合併症や副腎不全・下垂体機能異常の病態も学べます。（糖内）
・病棟だけでなく外来もあり、心理検査や電気痙攣療法の見学などもできます。（精神）
・腹腔鏡から開腹、緊急手術など様々な手術に入ることができます。（外科）
・慢性硬膜下血腫に対する手術の執刀やカテーテル検査など、やる気次第で様々な経験ができます。（脳外）
・顔面骨の骨折、熱傷や植皮から一般的な脂肪腫の手術まで幅広い手術が経験できます。（形成）
・救外対応や気管支喘息・痙攣重積など幅広い症例を診ることができます。（小児）
・挿管やCVといった手技だけでなく、全身管理の方法も学べます。（麻酔）
・救外対応やICU管理もでき、様々な手技が経験できました。（救急）

平均外来患者数
834.8人／１日
平均入院患者数
399.8人／１日
専門研修：有
専攻医数：23人
基幹プログラム：
内科、外科、
総合診療科

病床数
一般：470床
精神：40床

医師数
病院全体：171人
－男性：115人
－女性：56人

指導医数：34人
研修医数：23人
－１年目：13人
－２年目：10人

給与：諸手当含
（1年目）
約400,000円
（1年目）
約400,000円

当直回数
1回/週
平均4～5回/月
（20,000円/1回）

諸手当：
通勤・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学（2020年度採用者）
長崎大学、九州大学、千葉大学、横浜市立大学、東京慈恵会医科大学、弘前大学
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医療法人社団明芳会

【応募先】 〒241-0801
神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
Tel. 045-921-6161 Fax. 045-922-2720
URL：https://www.ims-yokohama-asahi.jp/

横浜旭中央総合病院
【病院の概要・特色】
●病床数 515床
●標榜科 29科
●2次救急指定病院
（内科・循環器内科・外科・整形外科・脳神経外科・小児科）

「愛し愛される病院」を理念に2次救急指定病院、地
域医療に積極的に取り組んでいます。
病床数515床、標榜科29診療科で構成され、高度
医療に敏速に対応するための最新鋭の医療機器を取
り揃えております。
少人数体制(定員6人）と豊富な症例・手技を経験
でき、急性期・回復期・慢性期と治療の一連を学べま
す。
IMSグループは関東最大級であり、さまざまな診療科
に特化した研修も選ぶことができます。できる限り希望
に沿った研修ができるようサポートさせていただきます。

【プログラムの特徴】

アクセス
田園都市線 青葉台駅
JR横浜線 十日市場駅
バス 20分程度

ローテーション例
1

内科6ヶ月

年
目

2
年
目

精
神

小
児

地
域

救急3ヶ月

麻
酔

産
婦

外
科

自由選択9ヶ月

1年目には、内科(消内・神内・循内 等)を中心に
ローテし、基礎を身に付け、2年目は、選択科目中心
に後期研修に向け、幅広い視野を持てるようできる限
り希望に沿ったプログラム希望をグループ全体でサポー
トします。
救急外来は2年目研修医とペアで行い、救急時の診
療においても臨床医に求められる基本的な能力を身
に付け、患者の全体像を把握し、常に多面的な視点
により理解を深めることを意識し全人的医療を身につ
けることを目標としています。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
私は病院見学を通じ、様々な大学出身者が研修医同士が助け合いながら研修している先輩方の姿を魅
力的に感じ、当院での研修を決めました。
当院では1年目の早期から2年目とペアで救急外来業務を担当します。救急外来では、短時間での鑑別
を上げ検査オーダーを入れる事が大変難しいですが、先輩方や上級医の方が迅速にフォローや指導をして
下さるので自然と対応力が身に付くようになったと思います。不慣れだった手技も丁寧なご指導のもと少しず
つ出来るものが増えてきました。また、学生時代の臨床実習とは違い、「仕事」として医療に関わることの大
変さや責任感を学ぶことができ、この病院を研修先として選んだことは間違いではなかったと思います。
たくさんの研修病院があるので迷われてしまうかと思いますが、上級医や病院全体の雰囲気や同期のみん
なと気軽に話せる研修医室はあるか…等、ぜひ病院見学に行って見比べてみてください。

平均外来患者数
762人／１日
平均入院患者数
435人／１日

病床数
一般：397床
療養：118床

専門研修：有
専攻医数：3人
基幹プログラム：
内科、麻酔科

給与：
1年目：¥350,000
2年目：¥380,000
(賞与：なし)

医師数
病院全体：89人
－男性：71人
－女性：18人

指導医数：28人
研修医数：11人
－１年目：6人
－２年目：5人

当直回数
1回程度/週
平均4回/月

諸手当：
通勤・当直・休日
保育施設の有無：
（平日¥10,000/1回） 有/院外施設

研修医の主な出身大学：
聖マリアンナ医科大学、藤田医科大学、東海大学、北里大学、昭和大学、東邦大学、
東京医科大学、新潟大学、札幌医科大学、金沢医科大学…
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学校法人

聖マリアンナ医科大学病院横浜市西部病院
【病院の概要・特色】
当院は、「よこはま21世紀プラン」の一環と
して聖マリアンナ医科大学が建設した大学
附属病院です。横浜市西部地区の地域
中核病院として、地域住民の健康保持と
疫病予防に貢献するとともに、大学病院の
もつ高度な専門的治療を提供する総合
的な医療機関としての役割を果たすことを
目的としています。

【応募先】 〒241-0811
神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1
Tel. 045-366-1111 Fax. 045-366-1172
URL：http://seibu-resident.jp/

アクセス
相鉄線 三ツ境駅
徒歩 約10分

【プログラムの特徴】
1年目は、内科を中心とした総合診療を
目指した研修プログラムに加えて、手技・
処置を体得するため救命救急センターと麻
酔科を必須研修としています。また幅広い
疾患を経験できるよう外科系・小児科・産
婦人科・神経精神科も必修としています。
2年目は地域必修と自由選択のプログラム
であり、選択科は1か月からの研修を可能
とし、聖マリアンナ医科大学病院臨床研修
病院群も含めた研修も選択でき、いわゆる
マイナー診療科などをキャリアデザインに合
わせて選択することも可能です。また、聖マ
リアンナ医科大学のみではなく、同県内の
協力型病院と相互に研修医が行き来する
関係性が構築されております。

平均外来患者数
922人／１日
平均入院患者数
323人／１日

病床数
一般：518床

医師数
病院全体：149人
－男性：115人
－女性：34人

専門研修：有
専攻医数：3人
基幹プログラム：
内科

当直回数
給与：
1回/週、平均4回/
28万円（１年目）
28万円（２年目） （平日11000円/1回）
（各種手当含む） （土17500円/1回）
賞与：なし

指導医数：62人
研修医数：12人
－１年目：6人
－２年目：6人

【病院から皆さんへ：研修医の声】
開院時から開設された救命救急センターでは、救命のためのfirst aid measuresから集中治療
も含めた3次救急医療までを経験でき、瞬時の臨床判断を養うことができます。
隔週で行われる各診療科による持ち回りのセミナーでは、手技訓練の実施や活発な議論を行う
場所として先輩医師や同僚とのコミュニケーションの重要性を学べます。
また、少人数での研修体制のため、研修医間での手技の取り合いがなく、手厚い指導の下豊富
な手技を経験することができます。また、技師による超音波検査の技術指導やCV研修、縫合実
習等多くの実技指導を受講する機会を設けられています。
医師だけではなく、全職員が臨床研修医を支援する体制が整っており、充実した研修生活へつな
がっております。

諸手当：
住宅・家族・通勤
・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院内、病児

研修医の主な出身大学：聖マリアンナ医科大学、昭和大学、近畿大学
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社会福祉法人親善福祉協会

国際親善総合病院
【病院の概要・特色】
1867年THE YOKOHAMA GENERAL
HOSPITALとして横浜山手に欧米人を中心
に設立された。戦後、社会福祉法人親善福
祉協会国際親善総合病院として再出発。
1990年、横浜市の南西部に位置する現在
地（泉区西が岡）に広大な土地を入手し、
新築移転した。病床数287床、24診療科の
総合病院で、高度医療に加えて「365日24
時間」の救急医療は地域住民の安心を確保
し、ますます地域の中核としてその役割が重要
になっている。1998年12月に日本医療機能
評価機構から病院機能評価（Ver.4.0一般
病棟種別Ｂ）の県下第1号の認定を受け、さ
らなる充実に向けて取り組むとともに、地域の
診療所と病診連携を密にし、入院中心の急
性期病院としての特化に努力している。

【応募先】 〒245-0006
神奈川県横浜市泉区西が岡1-28-1
Tel. 045-813-0221 Fax. 045-813-7419
https://www.shinzen.jp/

アクセス
相鉄いずみ野線 弥生台駅
徒歩 7分

【プログラムの特徴】
当院は、横浜市泉区の急性期病院として
common diseaseを多く経験することができ、
一般的な愁訴・疾患に対しそれぞれの初期診
断・対応を行う機会に恵まれています。
また他科、他職種との連携もスムーズです。
研修医の先生も当院のスタッフの一員として
大いに活躍しています。
◆各内科研修中に週１回の一般外来を経
験すること
◆救急科１２週のうち４週の麻酔科研修も
含む
◆小児科については連携先医療機関にて４
週の研修を行う
◆ローテイト推奨科目：放射線科４週および
外科８週

平均外来患者数
641.4人／１日
平均入院患者数
22.1人／１日

【病院から皆さんへ：研修医の声】
専門研修：無

当院の研修は少人数制ということもあり、1人1人に合わせた研修を行うことが可能なところが利点だと感じま
した。
そのため、持ち患者さんや手技の取り合いをすることなく、マンツーマンでの手厚い指導を受けられます。
症例についても心筋梗塞や脳梗塞を始め、大動脈解離・急性肺血栓塞栓症・糖尿病性ケトアシドーシ
ス・汎発性腹膜炎を伴う敗血症性ショック・急性膵炎といった緊急疾患、癌や肺炎・尿管結石・虫垂炎・子
宮筋腫といったcommon disease、経腟分娩(無痛分娩)や帝王切開、さらに稀少な疾患まで豊富に経
験することができます。
さらに勉強会も充実しており、ICLSやBLSはもちろん、内科救急の勉強会やCPCなどもあり、病理解剖が
ある際は研修医全員に連絡が入るシステムになっていますので、病理症例も集めることが出来ます。

病床数
一般：287床

給与：
309,000円（１年目）
319,000円（２年目）
賞与：
2回/年（4.14ヶ月）
2019年度実績

医師数
病院全体：68人
－男性：51人
－女性：17人
（10/1現在）
当直回数：
3回/週 程度
平均3回/月
（平日10,000円/回、
土曜18,000円/回、
日曜20,000円/回）

指導医数：42人
研修医数：6人
－１年目：3人
－２年目：3人

諸手当：
住宅・当直・時間外
保育施設の有無：有
/院内、病児（クリニック）

研修医の主な出身大学：
横浜市立大学、慶應義塾大学、順天堂大学、東海大学、東邦大学、秋田大学、
東京女子医科大学、旭川医科大学、三重大学、岐阜大学、熊本大学、琉球大学など

