◆神奈川県の初期臨床研修病院５９

【川崎北部】
23.帝京大学医学部附属溝口病院

24.聖マリアンナ医科大学病院
25.川崎市立多摩病院
26.新百合ヶ丘総合病院
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学校法人 帝京大学

帝京大学医学部附属溝口病院
【病院の概要・特色】
【診療科目】
内科・循環器内科・外科・整形外科・産婦人科・
小児科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・
精神科・放射線科・麻酔科・脳神経外科・脳神
経内科・リハビリテーション科・心療内科・形成外
科・消化器内科・消化器外科・歯科・臨床検査
科・病理診断科
【概要・特色】
当院は帝京大学医学部附属の第２の病院とし
て「地域に根ざした高度で良質な医療を実践しま
す」の理念のもと、日々診療を行っております。
日本で初めて腹腔鏡を使用した胆嚢摘出術を
実施した病院であり、現在も内視鏡手術の症例
が多く一部ロボット手術も行っております。
また、駅前という立地や病院を感じさせないエン
トランスやラウンジ等、来院された方がリラックスして
過ごすことができる空間となっております。

【応募先】 〒213-8507
神奈川県川崎市高津区二子5-1-1
Tel. 044-844-3333 Fax. 044-844-3201
URL：http://teikyo-mizonokuchi.jp

アクセス
東急田園都市線 高津駅 徒歩 1分
東急田園都市線・大井町線 溝の口駅・
ＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅 徒歩 8分

【プログラムの特徴】
2020年度からプログラムの見直しにより必修
科目が増えました。当院ではしっかりと各科研
修を行えるよう原則5週単位の研修とし、必修
科目の内科25週、救急部門14週、麻酔科
6週、外科・小児科・産婦人科・精神科・地
域医療を各5週、自由選択を18診療科より
最大6診療科を研修することができます。
ＥＲはありませんが、二次救急病院として救
急患者を受け入れており、研修医は月3〜4
回の救急当直を行います。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
帝京大学溝口病院は大学病院と市中病院の二つの特徴を併せ持った病院です。
確かに大規模な大学病院と比較するとベッド数は少なく、扱っていない科目もありますが、その分市中病
院の様にCommon Diseaseを数多く取り扱う病院であり、それらに対する対応力を高く伸ばしていく事
が出来ます。
また、研究発表も盛んで、1年次から学会発表や論文投稿といった学術方面の指導も積極的に行われ
ています。
規模が小さい分、教授から研修医、そしてコメディカルといった他種職の方々との距離も近く、困ったときは
常にいろいろな方々に相談できる環境が整っています。
当院で扱っていない科目に関しても後期研修からにはなりますが、提携病院での研修も可能であり、まず
は医師としての基礎を高めたいという方にうってつけの病院だと思います。

平均外来患者数
1,024人／１日
平均入院患者数
355人／１日

病床数
一般：400床
療養： 0床

医師数
病院全体：414人
－男性：291人
－女性：123人

指導医数：89人
研修医数：22人
－１年目：11人
－２年目：11人

専門研修：有
専攻医数：21人
基幹プログラム：

給与：

当直回数
1回/週
平均3〜4回/月
（6,000円/1回）

諸手当：
当直・時間外
保育施設の有無：
有/院内保育室

内科、産婦人科、小児科、
皮膚科、泌尿器科、
精神科、麻酔科

240,000円（１年目）
240,000円（２年目）

賞与：
なし

研修医の主な出身大学：
帝京大学、徳島大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学など
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聖マリアンナ医科大学病院
【病院の概要・特色】
当院は川崎市北部に位置する病床数1175
床を有する高度先端医療を行う特定機能病院
であり、1〜2次救急に対応する夜間救患セン
ターと3次救急に対応する救命救急センター、そ
して総合周産期母子医療センターを有する川崎
市北部保健医療圏の中核病院です。同医療
圏における災害拠点病院、地域がん診療連携
拠点病院にも指定されており、地域医療連携協
力体制や社会保障制度等も研修することが可
能です。
当院の研修プログラムはprimary careの習
得に重点を置いています。このため、夜間急患セ
ンターの当直を必須とし、指導医のもと研修医が
初療医として診療を行います。
大学病院でありながら、多くのcommon
diseaseを経験することができ、大学病院でしか
経験できない専門性の高い疾患、1次〜3次ま
での救急疾患と幅広い研修をすることが可能で
す。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒216-8511
アクセス
小田急線 向ヶ丘遊園駅、生田駅、百合丘駅、新百合ヶ丘駅
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
東急田園都市線 あざみ野駅、宮前平駅、溝口駅、鷺沼駅
聖マリアンナ医科大学病院 臨床研修センター
ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅
各駅よりバス約15分から30分
Tel. 044-977-8111 Fax. 044-976-7253
E-mail：rinsho-kenshu@marianna-u.ac.jp
URL： https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

◆ 豊富な臨床症例と充実した施設
年間約5500台の救急車を受け入れている3次
救急を診る救命救急センター、年間約13000例
が訪れる1次・2次救急を診る夜間急患センターに
おいて、critical diseaseからcommon
diseaseまで外傷患者を含めた幅広い疾患を診
るための診療・指導体制が整えられています。
◆ 充実した指導体制
当院には厚生労働省が認可した臨床研修指
導医232名（令和2年9月1月現在）が各診療
科に在籍しており、どの診療科においても手厚い
指導を受けることができます。更に、臨床研修セン
ター運営委員を中心としたTutor制度を設け、複
数の臨床研修指導医が研修医一人ひとりを研修
修了までの2年間継続してサポートします。
また、臨床指導医会を定期的に開催し、評価
や指導の方法について討議し、指導医の質の向
上を図っています。portfolioによる研修評価を新
臨床研修制度初年度から採用し、きめ細かい評
価・指導を行っています。

研修医にとって一番大切なことは、指導していただくことだと思います。医療の現場は、本やネットでは学ぶこと
ができない業務で溢れているため、どうしても先輩方の経験に頼らざるを得ない場面が多いです。マリアンナでは、
どの先生方も熱心に指導してくださいます。また、大学病院という特色上、1・2年目の研修医が多くいるため、
お互いに学んだことを共有したり、悩みを相談したりと助け合いながら研修生活を送ることができます。
私が聖マリアンナ医科大学病院を研修病院として選んだ理由は、各専門科の先生が多く、指導体制が充
実しているからです。指導医の先生方は忙しい中でも時間を作って親身になってくださいますし、フィードバックや
指導が手厚いです。指導医の先生から、患者さんの病態評価と治療の計画を自ら立案する機会を頂き、受
け身にならず研修することができています。また時間は十分にあるので、自分で勉強をしたり、調べたりする時間
を取れます。業務が忙しく調べる時間がないということはありません。同期の人数も多いので、助け合いながら充
実した研修ができています。

平均外来患者数
2065.2／１日
平均入院患者数
881.6人／１日
専門研修：有
基幹プログラム：
内科、外科、小児科、
皮膚科、神経精神科、
整形外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、
腎泌尿器外科、脳神
経外科、放射線科、
麻酔科、病理診断科、
臨検査医学、救急科、
形成外科、リハビリテー
ション科、総合診療内
科

内科

病床数
一般：1175床
精神： 52床

医師数
病院全体：734人
－男性：520人
－女性：214人

当直回数
給与：
230,000円（１年目） 1回/週
230,000円（２年目） 平均4回/月
（平日11,000円、
賞与：無し

土曜日17,500円、
日曜祭日12,500円）

指導医数：232人
研修医数： 84人
－１年目： 44人
－２年目： 40人

諸手当：
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、東京女子医科大学、岩手医科大学、
東海大学、信州大学、北里大学、近畿医科大学、金沢医科大学

No.25

川崎市立多摩病院
【病院の概要・特色】
川崎市立多摩病院は川崎市が設立し、聖
マリアンナ医科大学が指定管理者制度のも
と運営する公設民営の自治体病院で、市
中病院と大学病院双方の特長を併せ持っ
ています。
また当初より24時間365日救急医療・小
児救急医療・災害時医療を基本とした急性
期病院として発足し、急性疾患から慢性疾
患まで幅広く診断・治療を行う地域の基幹
病院としての役割を果たしています。
当院の研修は、小児を含む救急診療や総
合的な内科診療を軸に、多岐にわたる多数
の疾患を第一線で診ることができるプライマリ
ケア習得に重点をおいています。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒214-8525
神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37
Tel. 044-933-8111 Fax. 044-933-8436
E-mail：tama-rinsho-kenshu@mariannna-u.ac.jp
URL：http://www.tama-resident.jp/

基本的な臨床スキルをバランスよく伸ばしていく
研修スタイルで、将来どの科に進んでも困らな
いだけの高い基礎力を身につけることが可能で
す。
日当直では主に救急車・救急外来を担当し、
入院診療においては十分な指導体制の下で
責任をもって取り組むことができます。
勉強会の機会も多く、モーニングレクチャーや外
部講師勉強会、日々の研修を行いながら超
音波や画像診断を学ぶことができるコースを用
意しています。評価は電子ポートフォリオを使
用し、ローテーションごとに指導医およびTutor
がフィードバックを行っています。
2年次の研修では、様々な特徴をもった地域
医療研修施設や3次救急を行っている病院、
より専門的な研修が可能な施設を選択でき、
より多くの経験ができるようなプログラムとなって
います。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
総合医局が研修室の向かいにあり、診療科の垣根が低くコンサルトもしやすい環境です。当直帯も指
導医のサポート体制が整っているので安心！勉強会も多く、朝のレクチャーではERですぐに使える各診
療科の講義や、病棟業務のコツ、縫合トレーニングなどの手技まで幅広く学べます。外部講師を招聘
しての勉強会では、研修医がリクエストした内容に沿って講義をしていただいたり、英語でのレクチャー・
カンファレンスなど多彩です。研修医室や専用当直室があり、研修医寮は徒歩5分圏内なので、出勤
時間の短縮になる上にとてもきれいです。また病院は駅からは3分と立地も良いので、ぜひ見学にいらし
てください！研修について聞きたいことは、なんでも研修医に質問してみてくださいね。
ホームページの見学申込よりお問い合わせください。お待ちしています！

アクセス
小田急線・JR南武線 登戸駅
徒歩 3分

平均外来患者数
804人／１日
平均入院患者数
312人／１日

病床数
一般：376床
療養： 0床

医師数
病院全体：116人
－男性：86人
－女性：30人

指導医数：59人
研修医数：20人
－１年目：10人
－２年目：10人

専門研修：有
専攻医数：14人
基幹プログラム：
内科、総合診療

給与：
23万円（１年目）
23万円（２年目）
賞与：
なし

当直回数
平均4回/月
（11000円〜
17500円/1回）

諸手当：
通勤・当直・時間外
保育施設の有無：
有/院外、病児

研修医の主な出身大学：
聖マリアンナ医科大学、 徳島大学、群馬大学、横浜市立大学、北海道大学、東海大学、
愛知医科大学、産業医科大学、東邦大学、奈良県立医科大学

No.26

医療法人社団 三成会

新百合ヶ丘総合病院
【病院の概要・特色】
新百合ヶ丘総合病院は川崎市北部医療圏、特に麻生
区において救急・産科・小児科医療を行う総合病院が
必要であるという地域の要望のもと開設し、PET-CTやダ
ヴィンチ手術システム、サイバーナイフ、最新型リニアック
（トゥルービーム）などを導入してがんの診断・治療体制
の充実を図り、2016年3月には神奈川県がん診療連
携指定病院となり、さらに、2018年3月には地域医療
支援病院の認定を受けました。2020年4-5月には186
床増床による病床数563床の総合病院となり、新棟移
転拡充の救急センター・救急病棟20床、回復期リハビリ
テーション病棟100床、緩和ケア病棟21床、脳卒中セ
ンターSCU９床などが開設されました。現在、常勤医師
数177名、うち産婦人科常勤医師20名、小児科医7
名、救急科6名（5名専門医のうち指導医2名かつ集
中治療専門医2名）が在籍しています。このような充実
した指導体制のもと新たな初期臨床研修プログラムにも
十分に対応できる上、現在も取り組んでいる働き方改
革においても対応推進することができ、良好な研修環境
が整備されております。

【応募先】 〒215-0026
神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
Tel. 044-322-9991 Fax. 044-322-8688
URL：http://www.shinyuri-hospital.com/recruit/

アクセス
小田急線 新百合ヶ丘駅
徒歩 約10分

【プログラムの特徴】

研修方式は2年間の総合研修方式です。
1年次から2年次4月までは、内科6ヶ月、救急科
2ヶ月（含 麻酔科1ヵ月）、外科、小児科、産
婦人科、精神科、地域医療各1ヶ月を必修として
各々をローテートします。
2年次5月からは、自由選択科で研修します。1年
次5月より当直約4回/月、2年次より一般外来1
回/週に入り、並行研修を行います。

【病院から皆さんへ】
新百合ヶ丘総合病院は、小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩10分、新宿まで電車で25分と、都心へのアクセスも良
い場所にあり、病院がある神奈川県川崎北部医療圏は、2010年国勢調査において人口820,047人、人口増
加率6.75％であり、日本の中でも有数の人口増加圏です。人口10万人あたりの病院数は全国平均6.62と比較
し川崎北部医療圏は2.44と低く、将来にわたり医療ニーズが高い地域であり、医療の質を落とすことなく、的確な診
療を行うことが必要です。当院で研修を行うことで、こうした都市医療圏の医療事情を理解し、地域の実情に合わ
せた実践的な医療を行えるような、日本を支える臨床医を育成したいと考えています。
当院の雰囲気を感じていただくことは将来の自分をイメージする大変貴重な機会になると思います。実際に現場で
働く研修医の姿を見ていただくことができると、さらにイメージしやすいと思います。適性や志向をはっきりさせた上で病
院見学していただければ有意義なものになります。積極的に足を運んで、現場の動きを体感してみてください。どんな
座学よりも、大きな学びになると思います。

平均外来患者数
990人／１日
平均入院患者数
460人／１日
専門研修：有
専攻医数：3人
基幹プログラム：
内科、救急科、
麻酔科

病床数
一般：563床

医師数
病院全体：177人
－男性：136人
－女性：41人

指導医数：147人
研修医数：10人
－１年目：5人
－２年目：5人

給与：
当直回数
350,000円(１年目） 1回程度/週
400,000円(２年目)
平均4回程度/月

諸手当：
住宅・当直
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：
岩手大学、鹿児島大学、北里大学、筑波大学、帝京大学、東海大学、東北大学、
東京医科歯科大学、徳島大学、富山大学、弘前大学、琉球大学

