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公益社団法人地域医療振興協会

横須賀市立市民病院

横須賀市立市民病院は三浦半島西海
岸の中心に位置する急性期病院である。
三浦半島全域だけではなく周辺地域からも
多くの患者を受け入れる中核病院として大
きな役割を果たしている。診療科は約30科
と多岐にわたり、各専門領域の診療、救急
医療、がん・緩和医療などそれぞれが質の
高い医療を提供している。また各分野での
医療チーム（栄養管理、緩和医療、褥瘡、
嚥下など）が充実しており、臨床医との連
携でより高度な医療の提供を行っている。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【病院の概要・特色】

【応募先】 〒240-0195 神奈川県横須賀市長坂1-3-2
総務課 初期臨床研修医担当
Tel. 046-856-3136 Fax. 046-858-1776
URL：https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html/

平均外来患者数
561.9人／１日

平均入院患者数
231.7人／１日

病床数
一般：482床

医師数
病院全体：68人
－男性：56人
－女性：12人

指導医数：28人
研修医数：10人
－１年目： 6人
－２年目： 4人
※たすきがけ2名含む

専門研修：有
専攻医数：7人
基幹プログラム：
内科

当直回数
1回/週
平均4回/月
（1万円/1回）

給与：
480万円（１年目）
600万円（２年目）
60時間固定残業代
相当分込

諸手当：
住居・扶養・通勤
・当直
保育施設の有無：
有/院内

アクセス
京浜急行バス
横須賀市民病院
徒歩 1分

研修医の主な出身大学：
山形大学、千葉大学、 東海大学、 山梨大学、新潟大学、広島大学、東北大学、
東京慈恵会医科大学、東海大学、秋田大学、東京大学、鹿児島大学、山口大学、
宮崎大学、昭和大学

（1）頻度の高い疾患の診断と治療ができ
る
（2）救急の初期治療ができる
（3）適切な時期および方法で他科に紹
介できる
（4）診療内容を適切に記載する習慣とと
もに、正確に伝達する能力を身につける
（5）コメディカルとのチーム医療を適切に
行う
（6）患者とその家族との信頼関係を築く
ことができる
（7）医療の持つ社会性を十分に理解し、
社会貢献のための適切な行動が取れる

【プログラムの特徴】

私が横須賀市立市民病院での臨床研修を決めた理由は、少数精鋭できめ細かな指導体制が整
えられていることです。一学年が10人を越えるような大所帯での研修環境と比べ、研修医一人一人
の責任は重く、常に指導医の目が光り、その中で厳しくも暖かい指導を受けています。また、指導医の
先生方だけではなく、看護部やコメディカルスタッフとの緊密な連携の中で行われる研修では、様々な
視点から医療のあり方を学ぶことが出来、将来あらゆる分野に進んでも大きな財産となると先輩方か
らのアドバイスも頂いています。 プライマリケアを重視しつつも、各専門分野のエキスパートが揃ってお
り、専門性の高い領域の研修も充分すぎるほどに行えます。医師としての第一歩を歩み出すには最
適の環境が整えられた病院です。学生の皆さん、ぜひ一度私たちと共にこの病院で研修期間を過ご
し、この病院の良さを感じ取って下さい。
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公益社団法人地域医療振興協会

横須賀市立うわまち病院

【概要】
三方を海に囲まれ気候温暖な横須賀で、急性期
から、社会復帰まで一貫した患者支援を基本にし
ている。
また、日帰り手術センターをはじめとして、機能に特
化したセンター化を進め、効率的で高度な診療シス
テムを構築するとともに、“顔の見える診療連携“を
合い言葉に、周囲の医療機関との診療連携も大
切にしています。

【特色】
・救急車年間6000台の豊富な救急症例数
・365日24時間体制の充実した小児医療
・最高評価AAAの循環器治療
（主要病院日経調査）
・病診連携が確立している中での地域との密接な
関わり合い
・米海軍病院との合同カンファレンスが開催される

【病院から皆さんへ：臨床研修センター長 宮本 朋幸】

【病院の概要・特色】

【応募先】 〒238-8567
神奈川県横須賀市上町2-36
Tel. 046-823-2630 Fax. 046-827-1305
URL：https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/

平均外来患者数
493人／１日

平均入院患者数
315人／１日

※2019.4月～2020.2月

病床数
一般：367床
療養：50床

医師数
病院全体：126人
－男性：96人
－女性：30人

指導医数：39人
研修医数：17人
－１年目：9人
－２年目：8人

専門研修：有
専攻医数：12人
基幹プログラム：
内科、小児科、
救急科

当直回数
約1回/週
平均約4回/月
（10,000円/1回）

給与：
（1年目）
400,000円
(2年目)

500,000円

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、病後児

アクセス
京浜急行線 横須賀中央駅
徒歩 12分

研修医の主な出身大学（50音順）：大阪市立大学、北里大学、九州大学、
熊本大学、群馬大学、順天堂大学、信州大学、千葉大学、東海大学、
東京医科歯科大学、東京女子医科大学、東邦大学、長崎大学、新潟大学、
浜松医科大学、宮崎大学、山形大学、山口大学、横浜市立大学など

・臨床研修センターを設置し、研修プログラム
の調整や各診療科と研修医の連絡調整を行
う。

・診療科の枠をこえたメンター制度を導入し、
研修生活の相談窓口としている。

・「地域保健・医療」研修を3か月確保し、当
公益社団法人に属する多彩な病院・施設・
診療所で、生きた地域医療の研修を行う。

・地域医療振興協会のネットワークを活かし、
病院を超えた研修医の交流の場がある。

【プログラムの特徴】

当院の研修の目標は、初期研修医・専攻医ともに「良き臨床医になる」ということです。ベッドサイドで学ぶこと
は多岐にわたります。ACLSなどのOff the Job トレーニングの効果も、日頃のベッドサイドでの業務の質によって
全く異なります。そのため当院ではOn the Jobトレーニング重視のプログラムを作成しています。

もちろん、院内講習会や研修会などのOff the Jobトレーニングも多数開催されており、研修医・指導医共に
日常診療に役立てています。「臨床」はとても辛い仕事です。ともすると逃げたくなるその仕事を乗り切るための知
識・技術・心を当院で身につけていただきたいと思います。もちろん「臨床」という言葉には「臨床研究」も含まれ
ます。日々の臨床の中で新しい知識を生み出し、世界に発信してください。当院は、『生涯「臨床医」であり続け
たい』という強い意志を持つ先生方を募集しています。切磋琢磨しながら、臨床医として共に成長していきましょ
う。
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国家公務員共済組合連合会

横須賀共済病院

当院は国家公務員共済組合連合会が運営する
病院です。明治39年に開設されました。
平成16年3月に地域医療支援病院の承認を受
け、横須賀・三浦半島を中心とする地域の医療
機関との連携を強化しました。医療の継続性を確
保し、地域の方々へ適切な医療を提供していくた
めに、専門的な治療や急性期医療を担当すること
で地域医療の充実を図っています。
さらに、平成18年8月には、地域がん診療連携拠
点病院の認定を受け、横須賀・三浦半島地区の
各医療機関と連携して、がん診療の向上に力を
注いでいます。
また、当地区の3次救急担当医療機関として救
命救急センター（20床）を有し、専任スタッフを
配備して3次救急受け入れ態勢を整えています。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【病院の概要・特色】

【応募先】 〒238-8558
神奈川県横須賀市米が浜通1-16
Tel. 046-822-2710 Fax. 046-825-2103
URL：https://www.ykh.gr.jp/

平均外来患者数
1682.1人／１日
平均入院患者数

58.0人／１日

病床数
一般：720床
精神： 10床

医師数
病院全体：219人
－男性：162人
－女性： 57人

指導医数：78人
研修医数：34人
－１年目：12人
－２年目：12人

専門研修：有
専攻医数：15人
基幹プログラム：
内科、外科

当直回数
1回/週
平均4回/月
（20,000円/1回）
※2年目は25,000円

給与：
256,100円（１年目）
266,000円（２年目）

賞与：
2回/年（1ヶ月×2）

諸手当：
当直・その他
保育施設の有無：
有/院外

アクセス
京急線 横須賀中央駅
徒歩 7分

研修医の主な出身大学：
横浜市立大学、札幌医科大学、滋賀医科大学、東海大学、群馬大学、佐賀大学、
昭和大学、山梨大学、東邦大学、三重大学、福岡大学、福島県立医科大学、
筑波大学、東北大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学、東京医科大学、琉球大学

基本方針は、急性期医療を中心としたプライマリケア
重視の研修です。内科・外科とも全日救急対応で
あるため豊富な症例を経験することができる当院は、
プライマリケア能力の向上に最適の環境といえます。
必修診療科（内科24週、救急科12週、外科4週、
産婦人科4週、小児科4週、精神科4週、地域医
療4週）以外は自由に組み合わせることができます。
日中は各科に配属され、入院患者の受け持ち医の
１人として各科指導医の指導を受けつつ、診療に当
たります。救急当直は、1-2次救急と3次救急を合
わせて月に4回程度担当します。1-2次救急外来は、
1年次と2年次の研修医がペアとなってファーストタッチ
を担い診療を行うため、自分で考える力が身につきま
す。常に上級医が待機しているので、困ったらすぐに
相談し指導を受けることができます。3次救急外来は、
当番の救急医と担当し、蘇生、集中治療を学びま
す。心臓マッサージや気管挿管を行い、ACLSを実
践することができます。

【プログラムの特徴】

当院は地域の中核病院で急性期治療を行うことができる設備が整った病院です。現在研修医2年目ですが非
常に満足しています。今回は当院の良い点を列挙します。もし興味あるかたいらっしゃいましたら是非気軽に見学
に来てください。この枠では語りきれない魅力があるはずです。
〇救急外来での症例数が多い …約1万台搬送される救急車を研修医がほとんどすべてファーストタッチします。
夜間の当直においても救急科やCCU、SCU、外科の当直が常にいて様々な症例が搬送されてきます。比較的
忙しいですが重症度をトリアージし正しく診断やコンサルトする力を養う事ができます。
〇手技が充実している …研修医がしても良い手技はほとんどできます。外科の研修では執刀を経験することもで
きます。また外科のセミナーでは希望者のみで年に1回アニマルトレーニングを経験することができます。
〇仕事に忙殺されることなく自分の時間がある …急性期病院は忙しいのではないかと思う方がいらっしゃるかもし
れません。もちろん急患が来たときは忙しいですが自分のプライベートな時間や勉強時間は十分に確保することが
できます。
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社会医療法人財団互恵会

大船中央病院

大船中央病院は285床の急性期病院
で、大学病院と異なり、必要に応じて領域
を超えた研修が可能です。社会医療法人
として地域社会に貢献するため、救急医療
を重視しています。救急部門と総合内科が
若い研修医を育成する基盤と考え、中心
的役割を担っています。
乳腺センター、消化器・IBDセンター・放
射線治療センターでは全国レベルの診療を
展開しており、毎年米国から内科指導医
を招聘し、研修医教育にあたるなど、本場
の臨床研修の魅力を注入していることも特
徴の一つです。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【病院の概要・特色】

【応募先】 〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船6-2-24
Tel. 0467-45-2111 Fax. 0467-48-3197
URL：http://www.ofunachuohp.net

平均外来患者数
718.4人／１日

平均入院患者数
189.2人／１日

病床数
一般：285床

医師数
病院全体：132人

常勤：58人
非常勤：74人

指導医数：20人
研修医数：8人
－１年目：4人
－２年目：4人

専門研修：無 当直回数
当直4回、日直1回程度
当直(平日）20,000円
当直(土日祝) 23,000円
日直(日祝）23,000円
日直(土）11,500円

給与：月額
約400,000円（１年目）
約400,000円（２年目）

賞与：
なし

諸手当：
住宅手当
通勤手当
保育施設の有無：
有/院内

アクセス
JR横須賀線・京浜東北線
大船駅 徒歩6分

研修医の主な出身大学：
聖マリアンナ医科大学、鹿児島大学、信州大学、広島大学、産業医科大学、帝京大学、
新潟大学等

救急に対応できる能力を学習することか
ら始まり、内科系と外科系のローテーション
で、患者をよく診て診断と治療に至る臨床
研修を受けます。医療面接と身体診察の
手法、基礎的な内科系・外科系の知識
の獲得といった基本臨床技能を習得しま
す。
臨床の基礎ができたら内科系・外科系
の各専門領域でのローテーションを組みま
す。講義形式の教育は避け、Bedside 
Learningを重視します。救急・産科・小
児科・精神科の研修は協力施設へのロー
テーションにより提供されます。さらに近隣と
の病診連携を活かして地域医療の習得
が可能です。

【プログラムの特徴】

当院の研修の大きな特徴の一つが「Morning Report」です。週に3回開催される
「Morning Report」は、研修医が実際に診療にあたった症例を使用し、検査ありきでなく、
詳細な病歴聴取と身体診察をもとにした鑑別診断に至るまでの考え方を習慣として身につ
くまでトレーニングを繰り返します。基本的に全ての研修医と毎回数名の上級医が参加し、
診療科や指導医の枠を超えたディスカッションの中で進められます。是非一度、見学にお越
しください。
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医療法人沖縄徳洲会

湘南鎌倉総合病院

【病院から皆さんへ：研修委員長の声】

【病院の概要・特色】

【応募先】 〒247-8533
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
Tel. 0467-46-1717 Fax. 0467-45-0190
URL：https://recruit.skgh.jp/

平均外来患者数
1749人／１日

平均入院患者数
593人／１日

病床数
一般：629床

医師数
病院全体：248人
－男性：187人
－女性：61人

指導医数：53人
研修医数：42人
－１年目：24人
－２年目：18人

専門研修：有
専攻医数：37人
基幹プログラム：
8領域

当直回数
1回/週
平均4回/月
（25,000円/1回）

給与：
320,000円（１年目）
360,000円（２年目）
賞与：
2回/年

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：旭川医科大学、弘前大学、東北大学、筑波大学、杏林大学、東
京大学、東京女子医科大学、順天堂大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、横浜市立大
学、北里大学、千葉大学、埼玉医科大学、山梨大学、信州大学、三重大学、名古屋大学、
奈良県立医科大学、大阪大学、福井大学、島根大学、鳥取大学、富山大学、九州大学、
産業医科大学、熊本大学、長崎大学、愛媛大学、徳島大学、デブレツェン大学

医療の質と安全性を国際的に評価する
JCI認定医療機関であり、卒後臨床研修
評価機構（JCEP）認定も取得し、安心
安全な研修環境が整備され、国内屈指の
高度急性期病院として地域医療に従事す
る臨床医、総合医の育成を目指しておりま
す。
また、働き方改革においては休日数の増

加、当直回数の削減及び当直明けの体制
を整備し、研修環境の改善を行い、より魅
力的な病院作りに努めています。

【プログラムの特徴】

2年間という限られた時間の中で、初期臨床研修その意義を理解して過ごすかどうかで、あなたの医
師人生は変わるでしょう。医師が自分に興味のある専門分野だけ学べばよかった時代は既に終わりま
した。
医学が進歩し超高齢社会に突入した昨今、疾病構造のみならず社会構造も大きく変遷し、1人1
疾病のことは稀になりました。慢性心不全がある担癌患者の転落外傷や、慢性腎臓病・認知症患
者の腹痛、また独居高齢者の発熱を伴う頭部挫創など、同時に複数の疾病に対応できる守備範囲
の広い臨床医が求められる時代になったのです。医療は患者様と社会的需要があって初めて成り立ち
ます。長い医師人生の中で、医師として活躍するためには何を学ぶべきかを知る必要があります。
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当院は理念に掲げる「断らない医療」の実
践教育の中で医療人としての姿勢や考え方、
基礎知識を学ぶことができます。
2か月研修間の離島へき地研修では自病院
とは異なる医療資源の乏しい環境に身を置くこ
とで医療の原点を学び、チーム医療の大切さを
実感することが出来ると考え、特に注力してい
ます。
また、多岐にわたる研修分野の到達目標を

達成するため、自病院では経験できない様々
なバリエーションを持った研修が出来るよう配慮
し、県内他病院からの研修医を積極的に受け
入れています。
初期研修2年間だけでなく、志望科・出身地
や将来の意向など様々なバックグラウンドを総
合的に評価し、地域医療へ貢献できる医療
人の育成を目指しています。

アクセス
JR東海道線 大船駅駅
バス 15分


