◆神奈川県の初期臨床研修病院５９

【相模原】
34.相模原協同病院

35.北里大学病院
36.国立病院機構相模原病院

No.34

神奈川県厚生農業協同組合連合会

相模原協同病院

【病院の概要・特色】
当院は終戦直前の昭和20年8月1日、この地
域の無医村解消のために神奈川県農業会「相
模原病院」として開設(20床)された。戦後体制
が整備される中、昭和22年農協法が施行され
たことにより、昭和24年、神奈川県厚生農業協
同組合連合会「協同病院」に改称、さらに昭和
43年「相模原協同病院」へ改称し相模原市の
地域中核病院として役割を担ってきた。
相模原市の人口は70万人を超え、平成23年
4月1日には政令指定都市となった。この市内の
医療圏では北里大学病院の次に病床数(437
床)を有する急性期病院であり、高精度な医療
機器等を導入し高度な医療提供に努めている。
平成31年度 救急車搬入件数6,084件、
手術件数4,356件の実績をあげ、市内2次医
療圏の中心的病院になり地域医療に貢献して
いる。

【応募先】 〒252-5188
神奈川県相模原市緑区橋本2-8-18
Tel. 042-772-4291 Fax. 042-771-6709
https://www.sagamiharahp.com

アクセス
JR横浜線、京王線 橋本駅
徒歩 5分

【プログラムの特徴】
【ローテーション】
・内科(呼吸器・消化器・循環器・腎臓)の4診
療科を32週、外科（消外、呼外、心外）、
麻酔科、精神科、産婦人科、小児科、総合
内科、地域医療は各4週、救急は8週。
自由選択36週は自由に選択できるプログラム
となっている。
【地域研修】
・地域医療はJA新潟県厚生連・佐渡厚生病
院、もしくは医療法人球陽会海邦病院(沖縄
県宣野湾市)の選択制となっている。
【学会発表】
・学会発表の機会を全員に与える。(院内学
術集会・地方会・日本農村医学会・関東農
村医学会、県央臨床研修会議等)
【修了要件に対する体制】
・臨床研修を修了するための十分な症例数、
診療科数である。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
臨床研修制度の基本的な目的は「プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に付けること
（厚生労働省）」です。
内科においては上級委の指導の下、上部内視鏡検査、気管支鏡検査の経験ができ、心臓カテーテル検査・治療、
ペースメーカーの植え込みなどの観血的手技にも参加。
外科においては腹部の縫合閉鎖、気胸手術などの小手術・開閉胸、内シャント手術、血管内カテーテル治療を経
験できる。
臨床研修のための各科専門医・指導医をそろえ、多くの学会認定施設として若手医師の育成につとめ、数多くの症
例を有する本院で、熱意ある先輩や、ファイトあふれる同僚と一緒に働きましょう。
※2021年1月より新病院へ移転が決まっております。
2月以降、病院見学も随時受け付けておりますので是非お越しください。

平均外来患者数
1,101.8人／１日
平均入院患者数
337.2人／１日

専門研修：有
専攻医数：5人
基幹プログラム：
内科科、外科

病床数
一般：431床
感染症：6床

給与：
300,000円(１年目)
350,000円(２年目)
賞与：2回/年
1年目：合計60万円
2年目：合計105万円

医師数
病院全体：89人
－男性：75人
－女性：14人

指導医数：50人
研修医数：20人
－１年目：10人
－２年目：10人

当直回数
1回/週
平均4/月
1年目：13,000円/1回

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

2年目：18,000円/1回

研修医の主な出身大学：
日本大学、北里大学、聖マリアンナ医大学、東海大学、宮崎大学、福井大学、高知大学、
東京医科大学、高知大学、東邦大学、弘前大学

No.35

学校法人北里研究所

北里大学病院

【病院の概要・特色】
北里大学病院は職員全員が医療の質の向上
と安全な医療を目指して、臨床教育に全力で取
り組んでいます。私たちは1971年7月の開設以
来「患者中心の医療」をテーマに掲げてきました。
さらに「共に創りだす医療」を合言葉に求められる
医療を考え、あるべき医療を創っていきます。
また、高度で先進的な医療を実践しながら、
地域医療を支える市民病院的な役割も担って
います。
2014年5月には、新大学病院が開院し設備
面での向上が図られました。2020年4月からは
北里大学東病院は大学病院に移転・統合する
こととなり、全人的医療を展開できる環境が一施
設で整いました。
また、2017年9月に新病院に隣接して臨床
教育研究棟が新設され、研修医に対する教育
環境を整備して、新しい時代を担う人材の育成
を進めています。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒252-0375
アクセス
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
小田急線 相模大野駅下車
Tel. 042-778-7830 Fax. 042-778-9371
北里大学行きバスで20～30分
E-mail：kenkanri@kitasato-u.ac.jp
URL：https://www.khp.kitasato-u.ac.jp/bosyuu/kensyu/

基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと周産成育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの2つの研
修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがあります。基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑには選択
自由度重視ｺｰｽとたすき掛け方式ｺｰｽの2つの
コースを設定しています。いづれのプログラムも
研修開始前に予め選択した2年時の研修診療
科を1年時の12月の時点で組み替えてプログラ
ムのリセットを可能にしています。これに伴い、研
修開始後のライフプランを反映した研修プログラ
ムの変更が可能となり、柔軟なシステムとなってい
ます。 また、たすき掛け方式ｺｰｽの新設により、
大学病院での研修と市中病院での研修を同時
に行うことができるようにしています。
必修の地域医療研修では、大学病院では経
験できないプライマリケアを実践する場として、沖
縄や長崎県の離島をはじめ、新潟、長崎などで
地域の中核となる市中病院など、全国に多数の
臨床研修協力施設をもち、幅広い研修の選択
肢を提供しています。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

研修医から皆さんへのメッセージは当院のホームページをご覧下さい。
https://www.khp.kitasato-u.ac.jp/bosyuu/kensyu/

平均外来患者数
2,216人／１日
平均入院患者数
929人／１日
専門研修：有
専攻医数：219人
基幹プログラム：
内科、小児科
皮膚科、精神科
外科、整形外科
産婦人科、眼科
耳鼻咽喉科、
泌尿器科、
脳神経外科
放射線科、麻酔科
病理、臨床検査
救急科、形成外科
総合診療

病床数
一般：1,143床
精神：42床

給与：年収

医師数
病院全体：681人
－男性：484人
－女性：197人

指導医数：187人
研修医数：85人
－１年目：47人
－２年目：38人

当直回数

諸手当：

3,877,994円（１年目）
平均4回/月
住宅・家族・通勤
3,929,512円（２年目）
（8,600円/1回） ・時間外
内訳
保育施設の有無：
基本給、宿直手当、
有/院外、病児
通勤手当、住宅手当、
時間外勤務手当
（2019年度実績）
賞与：1回/年
研修医の主な出身大学：北里大学、
1年目 30,000円
金沢医科大学、杏林大学、埼玉医科大学、
2年目 50,000円
島根大学、昭和大学、東海大学、帝京大学、

富山大学、浜松医科大学、北海道大学
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独立行政法人国立病院機構

相模原病院
【病院の概要・特色】
当院は、神奈川県の政令指定都市である相模原
市南部の中核病院として位置しております。政策医
療における免疫異常疾患（リウマチ、アレルギー）分
野での高度専門医療施設として指導的役割を果た
しており、小児や成人の気管支喘息、食物アレルギー、
関節リウマチの患者数は本邦有数です。また、併設の
臨床研究センターでは、診療に直結した研究が活発
的に行われ、多くの学会発表や論文を通じて、情報
の発信を行っております。平成27年12月に施行され
たアレルギー疾患対策基本法において、当院は国立
成育医療研究センターとともにアレルギー疾患の中心
拠点病院として認定されました。同時に29診療科を
有する総合医療施設として隣接医療施設との連携に
よる地域完結型の医療を目指す地域医療支援病院
としての役割も担っています。「がん、成育、精神」医
療に関する専門医療施設にも指定されており、手術
件数も昨年は内視鏡手術を中心に約4,000件とな
りました。また救急科を中心に相模原市内の2次救
急にも対応して、年間約5,000台の救急車を受け入
れております。

【応募先】 〒252-0392
神奈川県相模原市南区桜台18-1
TEL 042-742-8311 FAX 042-742-5314
募集URL：https://sagamihara.hosp.go.jp/saiyou/saiyou2021_junior_resident.html

アクセス
小田急線 小田急相模原駅
徒歩 １５分

【プログラムの特徴】
〇研修プログラムの特色
当院の初期臨床研修プログラムは、あらゆる診療場面
で必要とされるプライマリケアの習得を目的とし、各人の
将来の専門性に役立つものとしている。内科（32週）、
外科（8週）、小児科（4週）、産婦人科（4週）、
精神科（4週）、救急（4週―ブロック研修、4週―麻
酔科、4週―2次救急対応）、麻酔科（救急4週+8
週）、地域医療（4週）を必須とする。1年次には早
期から週1回午後に救急当番を課し、初診から検査、
診断を研修する。当院は相模原市の2次救急を担って
おり、応需日を中心に指導医とともに診療に当たる。地
域医療研修（１か月）は、在宅医療往診専門施設ま
たは地方市中病院で実施する。相模原保健所での研
修も可能である。

〇臨床研修の目標
医師として必要なすべての診療科に共通の基本理念、
プライマリケアを習得させる。さらに、医学・医療に対する
社会的ニーズを認識し、日常診療で遭遇する疾病・病
態に対応できる広い範囲の初期対応技能・知識を習得
する。

平均外来患者数
901.2人／１日
平均入院患者数
357.8人／１日

病床数
一般：458床
療養： 0床

医師数
病院全体：149人
－男性：113人
－女性： 36人

指導医数：98人
研修医数：15人
－１年目： 8人
－２年目： 7人

専門研修：有
専攻医数：３人
基幹プログラム：
内科

給与：
時給2,510円
諸手当別途
賞与：なし

当直回数
１回/週
平均３回/月
※超勤支給

諸手当：
通勤、当直、超勤等
保育施設の有無：
有/院内、病児

【病院から皆さんへ】
相模原病院応募資格－当院の選考試験は面接のみです。応募要件は以下の通りです。
1.マッチングプログラム参加者
2.2021年度医師国家試験に絶対合格できる方
3.きちんと相手の目を見て挨拶のできる方
4.医師を目指した志を忘れず、一生懸命に研修できる方
5.人の話に耳を傾けることができる方
6.ある程度の一般常識のある方
7.チーム医療が可能な程度の協調性がある方
8.事前の見学(必須)にて相模原病院を好きになってくれる方
病院見学や面接で皆さんの熱い思いをお聞かせください。お問い合わせお待ちしております。

研修医の主な出身大学：
1年次ー産業医大(2名)、日本医大(2名)、北里大、慈恵医大､東京医大、宮崎大
2年次ー埼玉医大、産業医大、信州大、東海大、東北大、独協医大、新潟大
来年度ー岩手医大(2名)、香川大、鹿児島大、杏林大、埼玉医大、順天堂大

