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川崎市立 川崎病院

【病院の概要・特色】
● 当院は，川崎市南部最大の基幹病院
であり，病床数713床，30以上の診療科
を有します．川崎市は東京駅へは17分,
横浜駅へは10分と交通至便な距離にありま
す．川崎市で市街化が最も進んでいる川崎
区の中央部に位置し，高度化・情報化を
キーワードに救急医療，地域医療連携，
総合診療体制などの充実を行っています．
● 大学病院と同水準の高度先進医療から，
自治体病院ならではのプライマリ・ケア対応に
至るまで，臨床研修医が経験しておきたい
医療の全てをこの病院で経験できることが，
大きな魅力といえます．
● 若手医師は全国各地から集い，活気の
ある明るい雰囲気に満ちています．

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1
川崎市立川崎病院 庶務課 労務研修担当 宛
Tel. 044-233-5521㈹ Fax. 044-245-9600㈹
➡ 公募要項詳細は病院ホームページをご覧ください

● 臨床研修医として入職した最初の4月は，
全員が医師として身に着けるべき知識・技術
を集中的に学びます．充実したオリエンテー
ション学習により，自信を持って安心したス
タートをきることが出来るため，臨床研修医
から大変好評です．
● 1人ひとりのニーズにできるだけ応えるよう，
厚生労働省の定めの中では最大限に自由
度を高めたプログラムです．また700床規模
の病院で1学年10名の少人数体制を敷い
ているため，年度途中の研修科変更も行い
やすい環境になっています．
● 地域医療研修は，全研修医が自然豊
かな北海道中標津町で受けることができます．
● 学会発表・研究活動もさかんです．

【病院から皆さんへ：研修医の声】
【病院からのメッセージ】
● 幅広い分野をアクティブに経験したいと考える積極的な臨床研修医を求めています．
● ともに学び，ともに成長する仲間として，臨床研修医の皆さんを迎えたいと考えています．
● 臨床研究・学会発表に関する支援体制も充実しています．
【臨床研修医の声】
● 「川崎病院で経験できないことは無い」と言い切れるくらいに，充実した教育体制です！
● 個人の頑張り次第では，指導医の見守りのもとで専攻医と同じ水準の活躍も可能です！
● 研修医同士，とても仲良く，心地よい雰囲気は抜群です！
● 将来のキャリア・パスについても，教育指導部の先生方が親身に相談にのってくれます！

アクセス：JR 東海道線 川崎駅
徒歩 10分程度です.
東京駅へ17分,横浜駅へ10分.

平均外来患者数
1,300人／１日
平均入院患者数
480人／１日

病床数
一般
精神
感染

713床
663床
38床
12床

専門研修：有
専攻医数：51人
基幹プログラム：
内科、外科，小児科
救急科 等 8診療科

給与：年収概算
約580万円（1年）
約600万円（2年）
賞与：2回/年

医師数
病院全体：207人
スタッフ 132
専攻医・研修医75

指導医数：66人
研修医数：26人
－１年目：16人
－２年目：10人

当直回数
平均4回/月
うち2回は救命
センター当直

諸手当あり：
時間外・夜勤手当
通勤費等
保育施設有：
有/院内

研修医の主な出身大学：
最近10年間の採用実績では，慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学出身の臨床
研修医が比較的多いですが，毎年北海道から九州まで全国より集います。
もちろん，大学による優遇は一切ありません（毎年80名程度の医学生が志願）。
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川崎医療生活協同組合

川崎協同病院
【病院の概要・特色】
川崎協同病院は川崎市南部の京浜工業地帯
にほど近い地域にある、所謂市中の中小病院にな
ります。一例一例の症例を大事にしながら研修す
ることを旨にしている研修病院で、若手医師も多く、
医局の明るい雰囲気が自慢です。また川崎協同
病院では、卒後臨床研修評価機構第3者評価
も更新していますが、サーベイヤーからも高い評価
を受けており、最高評価を頂いております。
私たちの医療機関では、「地域の住民の立場
に立って、親切でかかりやすい病院」を目指してい
ます。「病気」だけを診るのではなく、「人」を診る視
点も育てることを研修の重点に据えています。悪化
する社会情勢の中で、経済的に困難な方が増え、
病気をもちながらも病院にかかれない人が増えてい
ます。病気の裏にある今日のこうした社会背景にも
目を向けるような医師づくリを私たちは目指してい
ます。

【応募先】 〒210-0833
神奈川県川崎市川崎区桜本2-1-5
Tel. 044-299-4781 Fax. 044-299-4788
URL：http://www.kawasaki-kyodo.jp/medical-student

アクセス
JR線 川崎駅
バス 15分

【プログラムの特徴】
当院では将来の専門性や働く場所に関わらず、
医師として大切な土台をしっかりと作る研修を掲
げています。
特徴の一つが指導医との距離の近さです。指導
医に相談することは緊張しますが、指導医が「ど
んなに小さなことでも聞くように」というメッセージを
発信し、相談し易い雰囲気を作っています。
さらに、総合医局のため、科毎の垣根もなく、
ローテート中の科でなくても気兼ねなくコンサルト
できます。
また、当院ではメンター制度も導入しています。
研修に関して直接の指導医に言いにくいこと、プ
ライベートな悩みなどを相談することができますの
で、安心して研修に臨むことができます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
①多職種で患者の背景まで診る
“生活に困難を持った患者さんを病院の中だけで診るのでなく、退院後の生活まできちんと見通せるように病院全体
で動いている”、ということに非常に感銘を受けてこの病院で初期研修をしたいと思いました。研修を始めてからもその
印象は変わりませんが、いざ自分がそこに加わってみると、医師だけはどうにもならない事が山ほどあるということを改め
て実感しました。
②主体性を引き出す教育力
初期研修の教育にも熱心で、朝の勉強会もそうですが、自分で考えて判断する能力や、分からないことができた時
に解決する力、EBMを行うとは本当はどういうことなのか、といった3年目以降に必要な事を色々な場面で繰り返し
教わります。
将来の専門性や働く場所に関わらず、患者さんを診る上で大切な事を学べます。ぜひ一度病院に来て実感してくだ
さい。

平均外来患者数
300人／１日
平均入院患者数
235人／１日

病床数
一般：106床
地域包括ケア：106床
回リハ：40床

専門研修：有
専攻医数：0人
基幹プログラム：
総合診療科

給与：
345,000円（１年目）
365,000円（２年目）
賞与：
2回/年（2.2ヶ月）

医師数
病院全体：36人
－男性：25人
－女性：11人
当直回数
1回/週
平均4回/月
（40,000円/1回）
当直手当は独り立ち後の値段
見習いは5,000円・副当直は
半額支給

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/院内、院外、病
児、病後児

研修医の主な出身大学：
横浜市立大学、北里大学、東海大学、筑波大学、弘前大学、琉球大学、順天堂大学、
埼玉医科大学・・・

No.29

医療法人社団 こうかん会

【応募先】 〒210-0852
神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目2番1号
Tel. 044-333-5591 Fax. 044-333-5599
URL：https:www.koukankai.or.jp

日本鋼管病院
【病院の概要・特色】
当院は、1937年に川崎市最初の総合病
院として開設しました。当初、企業立病院と
してスタートしましたが、現在は地域医療を
担う川崎南部圏の基幹病院として「すべては
患者さんのために」という基本理念の下、地
域住民に開かれた病院運営をしています。
救急医療をはじめ、健診や人間ドックといっ
た予防医学、透析や糖尿病などの慢性疾
患、訪問看護ステーションによる在宅医療に
も力を入れており、近隣医療機関との連携
を含めて地域完結型の医療活動を実践して
います。

アクセス
JR線 川崎駅、
京浜急行線 京急川崎駅 下車
臨港バス（鋼管循環）10分

【プログラムの特徴】
将来目指す専門領域にかかわらず、まずは医
学、医療の社会的なニーズを認識し、すべて
の臨床医に求められるプライマリ・ケアを身に付
けることに主眼を置いています。そのために必
要不可欠な医学的知識や技能を修得すべく、
2年目には放射線科2ヶ月を通して画像診断
スキルを向上し、また
地域医療においては往診や企業内診療所に
おける産業医の現場健康管理もプログラムに
組み込んでいます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
当院では、研修医が自分で考えながら積極的に診療していける一方、上級医、指導医がしっかり相談に
乗ってくれる体制が整っており、安心して研修をおこなうことができる環境があります。
研修医は、1学年4名と少人数なので腰椎穿刺、中心静脈挿入、気管内挿管などをはじめ、このほか
にもさまざまな手技や症例を十分に経験できます。また興味深い症例があればどの診療科をまわっていたと
しても、診療に参加できる自由度があり、自身のモチベーションによってメリハリのついた研修を行うことができ
ます。
定期的に臨床に楽しく臨めるような指導医の勉強会が開催されており、しっかり勉強する時間も確保さ
れています。また論文作成の指導も受けることができ、2年間の間に学会発表の機会も与えられています。
休日もしっかり取れていますので疲弊することなく、個人のやる気やモチベーションに合わせて柔軟な研修
ができることが当院の魅力です。

平均外来患者数
866人／１日
平均入院患者数
278人／１日

病床数
急性期：310床
地域包括ケア：48床

医師数
病院全体：79人
－男性：63人
－女性：16人

指導医数：25人
研修医数：8人
－１年目：4人
－２年目：4人

専門研修：有
専攻医数：8人
基幹プログラム：
内科

給与：

当直回数

諸手当：
住宅（研修医寮）
・当直・時間外手当
保育施設の有無：
有/院内保育園

339,000円（１年目） 4回/月
364,000円（２年目） （14,000円/1回）

研修医の主な出身大学：
金沢大、山形大、東邦大、熊本大、聖マリアンナ医科大、東京医科大、東京大、東海大
東京医科歯科大、高知大、佐賀大、岐阜大、琉球大、旭川医科大
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【病院の概要・特色】

【プログラムの特徴】

内科は循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、脳神経
内科、腎臓内科、内分泌・糖尿・動脈硬化内科、リウマ
チ・膠原病内科、腫瘍内科に分け、外科は消化器外科、
心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、内分泌外科、
小児外科があり幅広い研修が可能です。

「大学病院と市中病院の特徴を兼ね備えた研修」

総合診療科ではプライマリケア診療能力を身に着ける事が
できます。

1・2年次に関わらず各月に2回程度(土・日を含め)
各科研修指導医・上級医の指導のもと行います。

日々学び、充実した研修生活を過ごしましょう！

JR「南武線・横須賀線・湘南新宿 ライン」
「武蔵小杉駅」北口より徒歩約4分

令和3年秋頃 新病院開院予定。

「市中病院的な要素」
①研修医の数が多すぎない。
②Common Diseaseを多く診れる。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

東急電鉄「東急東横線・目黒線」
「武蔵小杉駅」中央口1より徒歩約4分
「新丸子駅」西口より徒歩約4分

①スタッフの数が多い。
②診療科が揃っている。
③専門的治療部門がある。

循環器内科と心臓血管外科など、内科系と外科系の科
が合同カンファランスを開き、更に病理診断科や放射線科
など中央部門が参加することにより十分な議論を行い、より
よい治療法を選択する事が可能です。

感染制御部はICD、 ICN、薬剤師、検査技師など組織
横断的に構成された部門で、感染症に対する中央診療
部門として活動しています。
精神科医はコンサルテーション・リエゾン診療を行っています。

【応募先】
〒211-8533
神奈川県川崎市中原区小杉町1-396
Tel. 044-733-5181
Fax. 044-711-8726
https://www.nms.ac.jp/kosugi-h/

「夜間救急外来当直」

「日本医大の特色」
救命救急センターはもちろん、周産期母子医療セン
ター（NICU、GCU）、消化器外科等の大学病院
ならではの高度専門医療の研修を受けられます。

酒瀬川 典子 先生
日本医科大学武蔵小杉病院
2020年度1年次初期臨床研修医

武蔵小杉病院では、診療科・職種の垣根を越えて、多くの方々から指導を受けることができます。研修中に感じた些細
な疑問点でも、どの診療科の先生方も熱心にご指導してくださいます。また、病院内の雰囲気も良く、看護師さん、
薬剤師さん、技師さん、事務の方々など、様々な病院スタッフの皆さんにも
気軽にご相談できる病院です。
指導医の先生のご指導を受けながら、病棟や当直業務では、研修医が患者さんを診察し、自身で必要だと思う処置
や処方を考え、実際に行うことが可能なため、研修医に任される仕事も非常に多いです。多くの経験を積むことができる
ため、武蔵小杉病院での2年間の研修を終えた際には、自身のなりたい医師像に近づけているはず！
一緒に最高の研修生活を過ごしましょう！

平均外来患者数
984／１日
平均入院患者数
327人／１日
専門研修：有
専攻医数：4人
基幹プログラム：
麻酔科
救命救急科

病床数
一般：372床
療養： 0床

給与：
279,700円／税込
（１年目）
284,700円／税込
（２年目）

医師数
病院全体：198人
－男性：164人
－女性：34人
当直回数
5回/月
(内、日直1回含む）
(9,600円/1回
＊加算有り）

指導医数：75人
研修医数：26人
－１年目：14人
－２年目：12人
諸手当：
住宅・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：
日本医科大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、帝京大学他
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独立行政法人労働者健康安全機構

関東労災病院
【病院の概要・特色】
当院は労災病院という全国に散らばる病院組織の
一つであり「勤労者医療の充実」などを業務の一環
として行う病院ですが、医学生の皆さんに関係があ
るとすれば、その出自と関連して整形外科が非常に
大きい病院である点だと思います。整形外科志望
者にはもちろん、そうでない方にとっても十分な研修
機会を提供できる研修病院です。
病院の特性としては600床規模の2次救急病院で
あり、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠
点病院、災害拠点病院などの公的な指定を受け
ています。初期研修に大切なのはその病院で現実
的な水準、範囲、量の診療が実際に行われている
こと、また、研修医が病院内で存在意義を十分に
発揮できることですが、当院はその性質をどちらも満
たしていると言えます。
交通の便がよく、大きな商店街もあり生活の利便
性が高いことも特色の一つです。

【応募先】 〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号
Tel. 044-411-3131 Fax. 044-433-3150
URL：https://www.kantoh.johas.go.jp/kenshuu/tabid/497/Default.aspx

アクセス
JR/東急東横線 武蔵小杉駅
徒歩 10分

【プログラムの特徴】
当院のプログラムの特徴の一つは多くの診療科を
選択できることで、進路決定に配慮して1年目の
終盤の時期から選択枠を配置しています。
それと同時に、進路に関わらず多様な診療場面
や業務を経験してもらえるような研修運営を行っ
ています。
臨床的な勉強は、必要に迫られてどこの病院の
研修でもすることになります。初期研修で大事な
のは、患者や医療行為の実物を見、関連する事
柄を想像できるようになることだろうと思います。当
院では皆さん自身ではまず触れないであろう視点、
特に公費負担医療制度、病院内の各種の仕組
みについて知ることができるような集合研修を行っ
ています。目の前の行為にだけ気を取られて年月
を過ごしてしまわないよう、医療を取り巻く環境や
制度設計にも少しだけでも関心を持ってもらうこと
は皆さんの将来に必ずや役立つだろうと思ってい
ます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
■関東労災病院では、バランスの良い研修をすることができます。内科・外科・マイナー科から幅広く選択が可
能となっています ■関東労災は何といっても整形が強いですが内科もきちんと揃っていて9割整形、みたいな人
もまだ志望が決まっていない人にもあった研修ができる病院です。 ■研修医どうし、上級医、コメディカルとの雰
囲気も良く教育的な病院です。■研修中に実感したのは同期の大切さです。研修医室でカルテを見ながら患
者さんの経過について振り返ったり、当直で自分の対応で良くなかった部分を聞いてもらったり、本当に支えになっ
てくれました。そして先輩・上級医の先生方は経験と知識で私達を助けてくださり、本当に感謝しています。 ■
当院の特徴といえば年に3回の集合研修。 ■関東労災病院の研修医は多様性が豊かです。志望科も出身
地も熱血さも器用さもバラバラですが、奇跡的にみんな優秀で仲も良いです。当院にはどんな人でも馴染めると
思いますので、是非一度見学に来てみてください。

平均外来患者数
1,691人／１日
平均入院患者数
486人／１日
専門研修：有
専攻医数：6人
基幹プログラム：
内科

病床数
一般：610床
療養： －床

給与：
月額見込み
33万円（1年目）
37万円（2年目）
賞与：
約13万円（1年目）
約17万円（2年目）

医師数
病院全体：201人
－男性：150人
－女性：51人

指導医数：79人
研修医数：24人
－１年目：12人
－２年目：12人

当直回数
諸手当：
平均約4回/月
住宅・家族・通勤
（約11,000円/1回） ・時間外・夜勤
保育施設の有無：
有/院内保育所

研修医の主な出身大学：東海大学、東京大学、東京医科大学、東京医科歯科大
学、浜松医科大学、京都大学、九州大学、琉球大学（2020年度採用）
東北大学、新潟大学、千葉大学、東京大学、東京医科大学、東京医科歯科大学、
横浜市立大学、三重大学、徳島大学、九州大学、琉球大学（2019年度採用）

No.33

川崎市立

井田病院
【病院の概要・特色】
東急東横線日吉駅から近い丘陵地にあり、緑豊
かな療養環境を提供しつつ川崎市中央部の２次
救急を含む中核的医療を担っております。
地域がん診療連携拠点病院として、特に消化器
系、泌尿器系、乳腺のがん診療に定評があり、か
わさき総合ケアセンターでは、緩和ケア、在宅ケア、
高齢者医療をプライマリ・ケア、家庭医療にもとづき
病棟・在宅の垣根なく総合的に診療しています。
また、腎臓・透析センターと糖尿病診療部門は地
域の成人病センターを担い、伝統ある呼吸器部門
は結核から肺がん、在宅酸素療法まですべてに対
応しています。
さらには、職員の教育研修にも力を注いでおり、
外科学会、内科学会をはじめとする各種学会の認
定教育病院として認められております。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒211-0035
神奈川県川崎市中原区井田2-27-1
Tel. 044-766-2188 Fax. 044-788-0231
URL：
http//www.city.kawasaki.jp/33/cmsfiles/cont
ents/0000037/37855/ida/index.html

研修は２年間の各科ローテートとし、研修科目
の順序や選択科目については研修医の希望や進
路を勘案して決めることができます。
（1）研修科目：内科（24週：1年次必修）、
救急医療（12週：1年次必修）、地域医療
（4週：2年次必修）、外科（12週）、小児
科（4週）、産婦人科（4週）、精神科（4
週）が必修科目。内科、救急、外科は当院で、
地域医療は臨床研修協力施設の地域の診療所
または北海道の町立中標津病院で、小児科、産
婦人科、精神科は川崎市立川崎病院で研修を
実施。他の科目は選択とするが最短研修期間は
概ね4週単位。（2）救急医療：内科、外科、
整形外科などの患者を対象として救急外来の専
任として独立した期間を設けて研修を実施。（3)
緩和医療：2年目には初期臨床研修の総括とし
てがん末期患者に対する緩和医療の研修を4週
選択することを必修とします。(4)当直：原則的に
実施。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
研修医の数が一学年7人程度と比較的少人数で、各科をローテートする際はひとつの診療科に研修医は一人
か二人のため上級医から手厚い指導を受けられるので非常に充実した研修生活を送ることができます。
当院での研修は柔軟性が高く、約8カ月間は自由に診療科を選択することができます。途中で自分の興味が変
わったりした時はローテートする診療科を変更することもできます。
川崎市立の病院は井田病院、川崎病院、多摩病院の3つがあり、各病院と連携があります。井田病院には小
児科がなく、また精神科、産婦人科は外来診療のみを行っています。これらの科は連携している病院である、川崎
市立川崎病院で研修することができます。また、井田病院にある診療科であっても、希望すれば、川崎病院でも
研修を行うことができ、複数の病院で幅広い症例の経験を積むことができます。
当直では研修医は基本的に救急外来で患者さんのファーストタッチを行います。必ず上の先生とペアで当直に入
るので優しく教えていただきながら当直業務を行えます。当直明けは休みになってます。

平均外来患者数
670.9人／１日
平均入院患者数
307.3人／１日
専門研修：有
専攻医数：19人
基幹プログラム：
内科

病床数
一般：312床
療養： 71床

アクセス
東急東横線 日吉駅
徒歩15分

医師数
病院全体：61人
－男性：37人
－女性：24人

給与：
当直回数
302,889円（１年目）
1回/週
316,229円（２年目）
平均4回/月
賞与：2回/年
時間外で支給
（1年目:1.69ヶ月）
（2年目:2.6カ月）

指導医数：34人
研修医数：10人
－１年目：5人
－２年目：5人
諸手当：
期末・通勤・時間外
保育施設の有無：
有/院内保育園

研修医の主な出身大学：
慶應義塾大学、横浜市立大学、浜松医科大学、香川大学、東海大学、群馬大学
聖マリアンナ医科大学

