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日本赤十字社

横浜市立みなと赤十字病院
【病院の概要・特色】
2005年の開院当初から急性期医療を担う
高度な総合医療施設として期待され、横浜市
の政策的医療としての365日24時間の救急
医療、小児・周産期医療・精神科救急医療、
緩和ケア医療、アレルギー疾患医療に積極的
に取り組んでいます。標榜診療科は33科と多
岐にわたり、地域のニーズに応じた医療を提供
しています。中でも先進的な医療として、救命
救急医療、内視鏡やカテーテル医療、がん・悪
性腫瘍医療、骨・運動器疾患医療などにはと
くに重点をおいています。
また、当院は近隣の約700の医療機関と密
接な連携を保ち、地域中核病院としての役割
を果たすべく努めるとともに、赤十字の使命であ
る災害拠点病院としての活動も活発に行って
います。

【応募先】 〒231-8682
神奈川県横浜市中区新山下3-12-1
Tel. 045-628-6100 Fax. 045-628-6101
URL：https://www.yokohama.jrc.or.jp/rinsho/

アクセス
みなとみらい線 元町・中華街駅
より徒歩約20分／各線横浜駅より
市営バス約30分

【プログラムの特徴】
当院の臨床研修の魅力の一つは、全国トップ
レベルの救急医療です。「断らない救急」を合言
葉に、年間1万台を超える救急車とともに多くの
直接来院患者を受け入れ、重症度、患者背景
など実に多様な症例を経験することが可能です。
さらに、多数の内科系・外科系を含む診療科
（標榜診療科33科）を擁し、将来を見据え
様々な診療科で研修することができます。
また、内科、外科、整形外科、救急科、麻酔
科、精神科は専門研修プログラムの基幹施設と
なっており、臨床研修からのシームレスな移行も
可能です。
指導医陣は、日々の診療においては研修医の
主体性を大事にした指導を行うとともに、各種セ
ミナーにおいては講義や研修医の発表指導を通
じて研修医の成長を援助するなど、非常に教育
的です。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
当院の研修プログラムの魅力は日中病棟業務や夜間救急外来を研修医が主体的に行えることです。救急
外来は“断らない救急”を胸に日々診療にあたっています。地域の砦として夜間も多くの患者さんが受診し、そ
の役割が果たせるよう、やりがいのある毎日です。疾患は多岐にわたり、心肺停止などの重症例から、内科系
疾患、外傷・耳鼻科・眼科・皮膚科疾患やいわゆるcommon diseaseといった経験をすることができます。ま
たそれらを研修医が初期対応にあたるので症例経験としては最高の環境といえると思います。もちろん研修医
のみでなく、救急科上級医をはじめ、内科系、外科系、神経内科／脳外科、循環器科、産婦人科、集中治
療部の先生方も当直し、指導いただけるとともに、疑問点を相談すると適確なアドバイスをいただけます。実践
において主体的に診療を行いながら、上級医からのアセスメントやフィードバックを受けることができ、医療のスキ
ルを蓄積していけることも大きな魅力の一つと思います。
外科専攻医(当院初期研修修了) 河原拓也

平均外来患者数
1,161人／１日
平均入院患者数
537.8人／１日
専門研修：有
専攻医数：16人
基幹プログラム：
内科、外科、救急科、
整形外科、麻酔科、
精神科

病床数： 634床
一般：584床
精神：50床

医師数
病院全体：208人
－男性：152人
－女性：56人

指導医数：60人
研修医数：16人
－１年目：8人
－２年目：8人

給与：（月額）
250,000円(1年目)
300,000円(2年目）
賞与：
2回／年(約4ヶ月分)

当直回数：
平均4～5回/月
（14,080円～
16,780円／1回）

諸手当：
住居・通勤・宿日直
保育施設の有無：
有/院外

研修医の主な出身大学：
東京医科歯科大学、 横浜市立大学、東北大学、群馬大学、筑波大学、東京大学、
信州大学、金沢大学、佐賀大学、奈良県立医科大学、順天堂大学、東京慈恵会医科大学
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公立大学法人横浜市立大学

附属市民総合医療センター
【病院の概要・特色】
横浜市立大学附属市民総合医療センターは、横
浜市の中核病院として、優れた医療人の育成に力
を注ぐとともに、時代を先取りした理念・施策を全職
員が共有し、働きやすい職場環境を整備しています。
また、「市民の皆様に信頼され愛される病院を創造
する」ことを理念とした、横浜市内で最大の病床規
模（726床）を有する病院です。
当院では、市民の皆様の様々な医療需要に応え
るため、高度救命救急センターをはじめ、心臓血管
センター、総合周産期母子医療センター、精神医療
センター、小児総合医療センターなど様々な領域の
救急医療に取り組んでいます。また、疾患別センター
を中心に、関連専門医がチームを組んで高度専門
医療を実践するほか、平成20年度に設置した、臨
床研究推進センターを充実・強化し、質の高い臨床
研究を積極的に支援するなど研究環境の改善を図
り、臨床研修を重視した病院づくりを推進しています。

【応募先】 〒232-0024
神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
Tel. 045-253-5392 Fax. 045-253-5702
URL：https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/

アクセス
市営地下鉄 阪東橋駅
徒歩 5分

【プログラムの特徴】
大学附属病院としての高度専門医療に加え、地
域医療支援病院としての高度救命救急医療からプ
ライマリ・ケアを含めた幅広い医療を同時に経験する
ことが可能であり、神奈川県有数の地域中核病院と
の「たすきがけ」研修を行なっています。
研修プログラムの特徴としては、高度救命救急セン
ター、心臓血管センター、総合周産期母子医療セン
ター、精神医療センターなどの救急を扱う部門が充
実していること、心臓血管センター、消化器病セン
ター、呼吸器病センターなど内科と外科が一体となっ
た疾患別センターを構成していること、総合周産期母
子医療センターのように妊娠・出産から新生児に至る
過程を一体的に診療できること等が挙げられます。
さらに、協力施設との連携を積極的に行うことによ
る神奈川県の医療システムへの早期体験することに
より、初期臨床研修後の専攻医プログラムへと続く
シームレスな教育を通じて、独立した医師の育成を
目指しています。

平均外来患者数
1934.1人／１日
平均入院患者数
648.5人／１日

病床数
一般：726床
療養：なし

医師数
病院全体：437人
－男性：292人
－女性：145人

指導医数：96人
研修医数：102人
－１年目：52人
－２年目：50人

専門研修：有
専攻医数：約100人
基幹プログラム：
内科、外科など
計10領域

給与：

当直回数
1回／週
平均4回／月

諸手当：
家賃・通勤・当直等
保育施設の有無：
有/院内

【病院から皆さんへ：研修医の声】
“横浜市民の命を守る最後の砦”として非常に専門性の高い医療を提供しており、大学病院ならではの稀有な症
例を経験できることに加え、市中病院で経験するような多くのcommon diseaseも診療しています。また、附属病
院や神奈川県内の地域中核病院との「たすきがけ研修」ができるため、2年間でプライマリケアから専門的な高度医
療まで偏りなく、幅広く医療に携わっていけるという利点があります。
全国から集まる仲間と切磋琢磨しながら研修が行える環境にあり、様々な出身大学の同期と過ごす毎日はかけ
がえのない財産です。また、同期の仲間だけでなく、熱意にあふれた上級医の先生が多くいらっしゃるため、自身の
ロールモデルを描きやすく、幅広い世代の患者さま、医師、看護師、コメディカルスタッフとの出会いもあり、自ら求め
ればそれだけ多くの人から学べる機会に溢れています。
センター病院での研修を希望する皆さんと一緒に働けることを心より楽しみにしています。

約370万円（1年目）
約400万円（2年目）

賞与：
2回／年（約3ヶ月分）

（15,400円／1回）

研修医の主な出身大学：横浜市立大学、札幌医科大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、
獨協医科大学、埼玉医科大学、東京医科大学、東京女子医科大学、東京慈恵会医科大学、東海大学、
産業医科大学、東邦大学、昭和大学、帝京大学、日本医科大学、順天堂大学、杏林大学、北里大学、
聖マリアンナ医科大学、浜松医科大学、山梨大学、新潟大学、富山大学、信州大学、滋賀医科大学、
奈良県立医科大学、徳島大学、山口大学、長崎大学、川崎医科大学、佐賀大学、宮崎大学、大分大学など
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公立大学法人横浜市立大学

横浜市立大学附属病院
【病院の概要・特色】
横浜市立大学附属病院は、病院理念にもあ
りますように『市民が心から頼れる病院』として、
また、『高度でかつ安全な医療』を皆様に提供
させていただくとともに『質の高い医療人を養
成』することを使命として皆様の診療にあたらせ
ていただいております。
医育機関としては、神奈川県にある唯一の公
的医育機関附属病院として、将来の優秀な
医療の担い手を育てるべく、最高の医学教育
を目指しております。そのため、各専門診療領
域のエキスパートをそろえ、質および安全性に
おいて最高の医療を行うべく努力しています。
また、当院は、平成13年1月1日に承認され
た横浜市内唯一の特定機能病院として、
日々安全かつ先端的・先進的な医療の提供
に努めています。

【応募先】 〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
Tel. 045-787-2800 Fax. 045-787-2931
URL：https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/

アクセス
シーサイドライン 市大医学部駅
徒歩 1分（駅直結）

【プログラムの特徴】
横浜市立大学附属病院の臨床研修プログラ
ムは、自由度が高いことが特徴です。
まず、横浜市立大学附属２病院と19の協力
病院でたすきがけ研修を行っております。
また、１年目に大学病院を回るコースでは、１
年目から診療科を選択することが可能です。
2年次の地域医療研修では、北は北海道から
南は沖縄まで、全国17の協力施設から研修
先を選択することができ、充実した研修を行う
ことができます。
ほかに、当院に在籍している期間には、研修を
行いながら大学院に通うことができます。
研修医の出身大学も様々で、全国から集まっ
ていることに加え、他病院からの研修医の受け
入れも頻繁に行っているため、広く人事交流を
行うことができます。

平均外来患者数
1,921人／１日
平均入院患者数
556人／１日

病床数
一般：674床

医師数
病院全体：476人
－男性：355人
－女性：121人

指導医数：118人
研修医数： 60人
－１年目：20人
－２年目：40人

【病院から皆さんへ：研修医の声】
研修医の声をいくつかご紹介します。横浜市大附属病院では皆さんをお待ちしています。
• 指導してくださる先生が多いため、ひとつの症例でいろいろな意見を聞くことがありました。一歩踏み込んで
自分で考えること、自分の考え方を整理することなどが研修の期間に身に付くことは大事だと感じました。
• 学生時代に「大学病院は処置や手技が経験できない」と聞いていましたが、実際は市中病院と比べても
少ないとは感じませんでした。手技や処置が少ないから、雑用が多いから、と大学病院での研修を避ける
ことはばいと思います。
• 3年目以降の進路を選ぶときに、入局を視野に入れると大学病院にいることは情報量が多くメリットが大
きい、情報戦ですから。将来、神奈川県や横浜市で働きたいので。
• シミュレーションセンターが良い。ダビンチも入る予定で、機材が豊富。

専門研修：有
専攻医数：94人
基幹プログラム：
内科、外科ほか
15分野

給与：
月額200,400円
（1年次・2年次）
賞与：
2回/年

当直回数
1回/週
平均4回/月
（15,400円/1回）

諸手当：
住宅・通勤
・宿日直
保育施設の有無：
有/院内、病児、病後児

研修医の主な出身大学：横浜市立大学、北海道大学、札幌医科大学、弘前大学、秋田大学、
山形大学、福島県立医科大学、富山大学、金沢大学、福井大学、群馬大学、埼玉医科大学、日
本大学、東京医科大学、杏林大学、東邦大学、日本医科大学、帝京大学、東海大学、北里大学、
聖マリアンナ医科大学、山梨大学、三重大学、近畿大学、関西医科大学、鳥取大学、島根大学、
香川大学、愛媛大学、長崎大学、久留米大学、福岡大学、九州大学、熊本大学、宮崎大学
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国家公務員共済組合連合会

横浜南共済病院
【病院の概要・特色】
当院は、横浜市の南部地域における
基幹病院としての高度な医療設備を
備え、患者サービスの向上に努めてい
ます。
「患者さんの立場に立った思いやりのあ
る医療」の提供を目指し、急性期型
医療の提供や、24時間の救急医療
体制を実施し、地域医療の中心的
役割を果たしています。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒236-0037
神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1
Tel. 045-782-2101 Fax. 045-701-9159
E-mail：syomuka@minamikyousai.jp
URL：https://www.minamikyousai.jp/

当院での研修の特色は、入院・外来
ともに患者数が豊富で、ほとんどすべて
の疾患、病態を経験できること、更に
救急診療にも力を入れており、各診
療科の救急患者を経験できることです。
また、数多くの学会の認定教育施設
になっており、先端的な高度医療に触
れることも可能です。
希望研修科を選択できる期間も多く
とっています。選択の地域医療研修と
して、協力施設である宮古島徳洲会
病院に毎年6名ほど派遣しています。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
基幹型の研修指定病院として二十余年。最初からスーパーローテート方式を採用し、
臨床研修指導医講習会受講医が中心となって研修システムを作り、多くの研修修
了医師を輩出してきました。当院の研修システムは研修を修了していく先輩たちの意
見を取り入れながら、毎年毎年進化しているのが特徴です。私達の研修システムの
進化の1ページを開いてくれる積極的な学生諸君をお待ちしています。

平均外来患者数
1404.9人／日
平均入院患者数
512.4人／日
専門研修：あり
基幹プログラム：
内科

アクセス
京浜急行線 追浜駅
徒歩 7分

病床数
一般：565床

給与：
263,000円（1年次）
278,100円（2年次）

賞与：
1年次：1回（給与1か月分）
2年次：2回（給与1か月分）

医師数
病院全体：191人
－男性：133人
－女性：58人

指導医数：53人
研修医数：16人
－１年目：8人
－２年目：8人

当直回数
1回/週
平均4回/月

諸手当：
住宅・通勤・当直
保育施設の有無：
有

（1年次：21,000円/回）
(2年次：41,000円/回）

研修医の主な出身大学：
横浜市立大学、筑波大学、札幌医科大学、滋賀医科大学、久留米大学、
東京医科歯科大学、聖マリアンナ医科大学 等

No.21 社会福祉法人 恩賜財団

済生会横浜市南部病院

【病院の概要・特色】
当院は横浜市と済生会が共同で建設し、運営は済
生会が行っております。横浜市大、慶応大、東邦大
の各医学部からの医師で発足し、現在も学閥にこだ
わらない新しいアカデミックな病院であり横浜市南部
地域の地域中核病院として6区約100万人を対象と
した救急医療、高度先進医療、症例の豊富さが特
徴です。現在では「福祉医療相談室」、「済生会南
部訪問看護ステーション」「横浜市港南台地域ケアプ
ラザ」の運営などを通して福祉医療の推進に努める一
方、地域医療支援病院、災害医療拠点病院、地域
周産期母子医療センター、小児救急拠点病院、臨
床研修病院、看護師養成実習病院としての役割に
も重点を置いています。各学会の認定医、専門医の
教育指定病院として学究活動にも力をそそいでいます。
初期研修医にとっては、カテーテル治療を積極的に取
り組んでいることや手術件数が多さ、常勤の救急専門
医がいること、高性能CTが導入されていること、スキル
ラボルームが整備されていること、医療用外国語教育
制度を有するなど、魅力ある病院です。

【応募先】 人材開発室 〒234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10
Tel. 045-832-1111 Fax. 045-832-8335
https://www.nanbu.saiseikai.or.jp/

アクセス
JR京浜東北線 港南台駅
徒歩3分

【プログラムの特徴】
医師としての人格を涵養し、将来の専門分野にかかわらず、
医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻
繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマ
リ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）と、生
涯にわたり臨床、研究、教育を愚直に行っていける医師とし
ての素養を自己研鑽できるような能力を身に付けることを目
的としている。1 年次はまず、オリエンテーションで「医療安
全」、「感染対策」、「医療倫理」、「接遇」、「災害医療」、
「静脈注射」、「採血」、「薬剤処方」、「電子カルテの操作」、
「図書・文献の利用方法」など、実際の診療を開始する上
で必要な研修項目を全研修医が共に研修する。その後、
原則内科を6 ヵ月、救急診療科を2 ヵ月、必須研修（外
科、小児科、産婦人科、麻酔科〈当院独自〉）を4 ヵ月
研修する。2 年次は地域医療1 ヵ月、救急診療科1 ヵ月、
精神科1 ヵ月（1 年次後半の場合あり）を必須項目とし
て研修し、残りの期間は自由に選択した科目を研修する。
また、東邦大学医学部の三つの病院とは双方のプログラム
を研修できる関係になっている。なお、済生会横浜市東部
病院では救急科（3 次救急）を経験できるほか、地域医
療研修は済生会のスケールメリットを生かして、県内はもとよ
り東北や九州（離島研修も行える）などで実施でき、バラ
エティに富んでいる。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
当院では、研修 1 年目の必修である救急外来は、研修医が患者をファーストタッチで診ていきます。患者の症状は多様
で、最初のうちはどのように対応すればいいのか、戸惑うこともありました。しかし、救急専門の先生がいらっしゃるので、緊急
時はすぐに判断を仰ぎますが、基本的には一人で診察・診断し、他科へのコンサルトの必要があるかを考えるため、知識や
判断力を養う絶好の機会となります。病院には研修医用控室があります。研修医しかいないので気兼ねなく話せますし、
当然自分用のデスクがあり、無線LANも入っています。電子カルテも見られますので、前日の当直帯に来た患者や病棟の
気になる患者のミニカンファレンスも自然発生しています。また、研修医は1 学年 13 名（横浜市立大学からのたすきがけ
含む）で和気あいあいとやっています。研修医の出身大学は北海道から沖縄までさまざまです。2 年目の研修は最大 9 ヵ
月自由に選択できます。志望の科が決まっていれば、その科だけをひたすら研修することも可能です。手技についても、早い
うちからCV カテ、ルンバール、Aラインなど経験でき、外科系をローテートしている時は、外科ならヘルニアオペ、整形外科な
らアンプテーション、婦人科なら付属器摘出なども指導の下、経験ができます。ぜひ気軽に見学に来てください。

平均外来患者数
1083人／１日
平均入院患者数
462人／１日
専門研修：有
専攻医数：多数
基幹プログラム：
内科、外科、総診

病床数
一般：500床

給与：
31万円/月（１年目）
31万円/月（２年目）
賞与：
2回/年（計85万円）

医師数
病院全体：150人

当直回数
１回/週
平均４回/月
（13,000円/1回
参考：2年次）

指導医数：101人
研修医数：22人
－１年目：11人
－２年目：11人
諸手当：
家族・通勤
・時間外：無し
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：横浜市立大学、慶應義塾大学、東邦大学など

No.22

横浜栄共済病院

【病院の概要・特色】
病院の母体である国家公務員共済組合連合
会は、全国で地域医療の中核となる32病院を
運営しています。当院は人口12万人余の横浜
市栄区唯一の急性期型病院で、診療圏は港南
区、戸塚区、鎌倉市に広がります。1980年代に
都市化が進んだこの地域は横浜市全体と比較し
て、現在高齢化が進んでおり、栄区の健康寿命
は横浜市18区のなかでトップクラスです。4疾病
（がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病）および１
事業（救急医療）においては診療が地域で完
結することを目指し、診療精度を向上させるととも
に連携体制を構築し、円滑な推進を図って参り
ます。
また当院は、2019年に80周年を迎えました。
2018年9月の新棟完成、2019年秋のグランド
オープンを経て、快適な療養環境のもと、地域医
療を新たなステージへと高めることを目指していま
す。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒247-8581
神奈川県横浜市栄区桂町132番地
Tel. 045-891-2171（代表）
E-mail：yk411015@fsinet.or.jp
URL：https://www.yokohamasakae.jp/index.html

２年間の研修プログラムでは、研修が義務付け
られている各科60週を除いた44週については、
当院の診療科すべてから自由に選択できるシス
テムをとっています。そのため、44週全てを内科あ
るいは、いわゆるマイナー外科を含む外科系を選
択できるなど、研修医１人１人の多様な希望に
フレキシブルに応えることができます。
研修ローテーションは、1年次は、原則として必修
科目の研修を行い、2年次は、4週の地域研修、
その他48週は希望科で研修を行います。また、
一般外来研修を内科研修・地域研修と並行し
て行います。
初年度の夏から始まる当直業務では、初期臨
床研修で最重要視されるプライマリーケアについ
て、内科、外科、脳卒中、心疾患4人の当直医
と一緒に幅広く様々な救急疾患について実地で
学ぶことができます。

平均外来患者数
959人／１日
平均入院患者数
351人／１日

病床数
一般：430床
療養：－

アクセス
京浜東北・根岸線 本郷台駅
徒歩 7分

医師数
病院全体：98人
－男性：77人
－女性：21人

指導医数：30人
研修医数：16人
－１年目： 8人
－２年目： 8人

【病院から皆さんへ：研修医の声】
・当院の研修医は、全国の大学から集まっていることが特徴で、気兼ねなく研修に集中できます。人数も約
10名と程よく、手技や症例にも困りません。内科では上級医の指導の下、診療に携わることができ、外科で
は手術にも積極的に参加させていただけます。内科、外科、他科問わず、横浜周辺で初期研修を考えてい
る方にとてもお勧めです。是非当院へいらして下さい。

・研修医として積極的に診療に参加でき、どの科でもさまざまな手技を体験できます。さらに、将来の志望科
や研修医の希望があれば、より多くの手技を任せてもらえることもあります。科同士の垣根が低く、困ったこと
があれば相談しやすい環境で、看護師さんたちも優しいため雰囲気が良く、研修医にとっては非常に働きや
すい環境です。新しく建て直したきれいな病院で気持ち良く働けます。お待ちしています！

専門研修：有
専攻医数：10人
基幹プログラム：
内科

給与：
当直回数
222,500円（１年目） 1回/週
265,000円（２年目） 平均3～4回/月
賞与：
（21,000円/1回）
2回/年（4.45ヶ月）

諸手当：
住宅・扶養・通勤
・当直・時間外
保育施設の有無：
無

研修医の主な出身大学：
弘前大学、秋田大学、東北大学、群馬大学、横浜市立大学、新潟大学、富山大学、
浜松医科大学、大分大学、東京医科大学、順天堂大学、金沢医科大学、産業医科大学

