◆神奈川県の初期臨床研修病院５９

【湘南西部】
47.平塚市民病院

48.平塚共済病院
49.秦野赤十字病院
50.東海大学医学部附属病院
51.伊勢原協同病院
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平塚市民病院

【病院の概要・特色】
平塚市民病院は、気候が温暖で居住環境
に抜群な湘南地域に位置する地域密着型の
自治体病院（急性期：3次救急）です。平
成28年に新館が完成し、小児・周産期セン
ターが設置されました。また、平成29年には救
命救急センターに指定され、年間救急患者
搬送車数は9,000件以上となっています。平
成30年には新病院がグランドオープンし、明る
くきれいな環境で研修することができます。
また、“一人ひとりを丁寧に育てます”という基
本方針のもと、設備や経験症例数等において
も充実した教育環境を提供することが可能で
す。

【応募先】 〒254-0065
神奈川県平塚市南原1丁目１９－１
Tel. 0463-32-0015 Fax. 0463-31-2847
URL：https://www.hiratsuka-city-hospital.jp/

アクセス
ＪＲ東海道線
平塚駅北口から バスで1５分
「市民病院」 前下車 徒歩０分

【プログラムの特徴】
当院のプログラムの特徴は、研修医の個性や
希望に応じた、きめ細やかでフレキシブルなロー
テーションスケジュールにあります。
内科２４週、外科１２週（４週は外科選
択）、救急科１２週、小児科、産婦人科、
地域医療、精神科、麻酔科４週の必修診療
科のほか、選択科目を３６週間と長くとってあ
り、進路科コースとして最後の３２週間を特定
の科で集中して研修することも可能です。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
～当院の魅力～
①“病院の雰囲気がよい”上の先生やコメディカルの方も優しく、困ったことがあれば質問しやすい環境です。
同期は様々な大学から集まっており、バランスも良く、和気あいあいとした雰囲気です。
②“救急が充実している”症例数が多く、common diseaseを中心に様々な疾患を診ることができます。
救急外来では研修医がファーストタッチで、上の先生からも充実したフィードバックを頂けます。
③“手技を豊富に経験できる”救急外来ではもちろん、日々の診療においてもCV挿入や腹腔穿刺など様々な
手技を経験させて頂いています。手技を行うために自分自身でも勉強しなければならないのはもちろんですが、
上級医の先生からも丁寧に指導して頂けるため日々成長を実感できます。
④“週に1度のクルズスと研修医抄読会”自分で勉強することも大切ですが、クルズスで直接先生から指導を
受けたり、抄読会で発表や質問の仕方を学んだりすることができます。

平均外来患者数
829人／１日
平均入院患者数
349人／１日
(R1年度実績)
専門研修：有
基幹プログラム：
内科、外科、救急科

病床数
一般：410床
感染： 6床

医師数(常勤医師)
病院全体：92人
－男性：73人
－女性：19人

給与：
当直回数
341,129円(1年目） 平均4回/月
359,419円(2年目） （18,000円/1回）
期末手当：
２回/年

指導医数：31人
研修医数：23人
－１年目：12人
－２年目：11人

諸手当：
通勤・宿日直 等
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：旭川医科大学、宮﨑大学、千葉大学、信州大学、札幌医
科大学、新潟大学、東京医科大学、慶應義塾大学、岐阜大学、昭和大学、東邦大学、
北海道大学、浜松医科大学、日本医科大学、東海大学、東京慈恵会医科大学 等
～全国の大学から集まっています！～
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国家公務員共済組合連合会

平塚共済病院
【病院の概要・特色】
当院は、救急センター、循環器科と心臓血管
外科が共同運営する心臓センターおよび脳神経
内科と脳神経外科が共同運営する脳卒中セン
ターを設け、24時間体制で対応しています。
救急センターは、平塚市における当院の急性
期病院としての役割である救急医療体制を担う
ために設立され、従来の救急外来だけではなく、
緊急入院時の病床も備えて、年間約5,000件
の救急車を受け入れ、全診療科を挙げて地域
救急医療業務に取り組んでいます。
地域に密着した救急病院として急性期疾患に
対応した地域医療に貢献し続けるように、救急
医療の充実に努めています。

【病院から皆さんへ：研修医の声】

【応募先】 〒254-0824
神奈川県平塚市追分9-11
Tel. 0463-32-1950 Fax. 0463-31-1865
URL：https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/section/rinshokenshu/

【プログラムの特徴】
Point１．少人数研修
※ 研修医は2学年で20名弱のため、経験できる
症例・手技が多く、きめ細やかな指導が受けられま
す。
Point２．臨床経験豊富な指導医
※ 内科系・外科系ともに多くの専門医がおり、指
導医として研修医をサポートします。
Point３．数多くの症例を体験
※ 初期研修には十分な救急症例を経験できま
す。
Point４．救急センター
※ 軽症から重症まで様々な患者さんを全てfirst
touchで診察します。様々な病態の患者さんの問
診・身体所見を取り、鑑別を考えて必要な検査や
処置・処方をしていくという作業を繰り返します。
Point５．研修医カンファレンス
※ 救急センターで経験した症例を、研修医が主
催する救急カンファランスで発表し、プレゼン能力を
養います。カンファランスの内容は研修医で情報を共
有し、上級医からのフィードバックを受けることができ
ます。

当院では、各学年基幹型6名に加え、東京医科歯科大学・横浜市立大学・北里大学のたすきがけ研修医
を含め合計約20名で日々楽しく研修をさせていただいています。
出身大学は全国各地の国公立・私立と多様性があり、大学病院を知るたすきがけの研修医もいるためお互
いを高め合いながら研鑽を積むことができると思います。院内宿舎や研修医室や職員食堂などの設備も充実し
ており、研修に集中することができるためとても満足しています。
救急外来では研修医がファーストタッチをする機会が多く、自ら体を動かして学ばせていただいております。
湘南の温暖な気候にも恵まれ、海が近いのでマリンスポーツができたり、野球やバスケ、サッカー、ゴルフ等の部
活動も多職種が一緒になり盛んに活動しているので、仕事で疲れた日もリフレッシュすることができます。
当院に少しでも興味をもたれた方は、ぜひ一度見学にいらしてください。研修医一同、歓迎いたします。

アクセス
JR東海道線 平塚駅より
バス 10分
小田急線 伊勢原駅より
バス 25分

平均外来患者数
882人／１日
平均入院患者数
322人／１日

病床数
一般：441床

医師数
病院全体：125人
－男性： 93人
－女性： 32人

指導医数：69人
研修医数：21人
－１年目：12人
－２年目： 9人

専門研修：有
専攻医数：3人
基幹プログラム：
内科

給与：
30万円（１年目）
35万円（２年目）
賞与：有

当直回数
1回/週
平均4回/月
（1万円/1回）

諸手当：
住宅（賃貸契約者
のみ）・当直
保育施設の有無：
有/院内

研修医の主な出身大学：
新潟大学、弘前大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学、産業医科大学、鹿児島大学、
三重大学、愛知医科大学、千葉大学、愛媛大学、山形大学、兵庫医科大学、
獨協医科大学、北里大学、山梨大学、東京慈恵会医科大学
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日本赤十字社

秦野赤十字病院

【病院の概要・特色】
秦野市のフラッグシップ病院として、市民から愛
される病院を目指しています。
基本方針
① 地域の救急と急性期医療を担い安全で
質の高い医療を提供します。
② 地域の保健・福祉・医療機関と連携した
地域医療に貢献します。
③ 赤十字の基本原則に従い災害救護・災
害医療活動を積極的に行います。
④ 地域基幹病院として良質な医療人を育
成します。
⑤ 快適な医療環境を大切にし、健全経営
に努めます。

【応募先】 〒257-0017
神奈川県秦野市立野台1-1
Tel. 0463-81-3721 Fax. 0463-82-4416
URL：http://hadano-jrc.jp

アクセス
小田急線 秦野駅 徒歩17分
バス7分（日赤病院前）

【プログラムの特徴】
「患者を全人的に診ることのできる基礎的な
臨床能力を身に付けること」つまり「疾患を
診るのではなく、疾患を有する患者を診る」
態度と、医師として将来どのような分野に進
む にせよ、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疾患
や症状に 適切に対応できるよう、幅広い基
本的な臨床能力（態度、技能、知識）を
有する」医師を育て上げることを目標としてい
ます。

【病院から皆さんへ：研修医の声】
ホームページ掲載内容の一部抜粋
秦野市は市民病院を有さず、当院が市民病院的なマグネットホスピタルの役割を担っています。市内、
さらには隣接する市町村から重症な患者さんが必然的に集まってきます。320床と大学病院に比べ
ると小規模ですが、2学年合わせて最大4人の初期研修医で全症例・手技をシェアすることを考える
と大規模病院に引けを取らないレベルの研修が可能です。
既存のプログラムに捉われず、忙しくするも、ゆったりするも、自分のペースで初期研修に臨みたい医学
生さんは是非、一度当院まで見学にいらして下さい。きっと当院で研修してみたくなると思いますヨ。ご
連絡お待ちしております。

平均外来患者数
459.６人／１日
平均入院患者数
208.５人／１日
専門研修：無
専攻医数：0人
基幹プログラム：
内科、外科他
詳細はHP参照

病床数
一般：320床
療養：0床

医師数
病院全体：36人
－男性：28人
－女性：8人

当直回数
給与：
40万円/月(１年目） 1回/週
42万円/月(２年目） 平均4回/月
（1万～2万円/回）
賞与：
2回/年

研修医の主な出身大学：九州大学、東海大学、山形大学他

指導医数：14人
研修医数：2人
－１年目：1人
－２年目：1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

No.50

学校法人

東海大学医学部付属病院
【病院の概要・特色】
当院は神奈川県西部地域での唯一の大学
病院、特定機能病院として静岡・山梨両県の
一部を含む200万人とも言われる医療人口を
持つ医療圏の地域医療に寄与しています。ま
た、高度救命救急センターを併設し、総合周
産期母子医療センターや造血幹細胞移植推
進拠点病院、地域がん診療連携拠点病院と
して専門的で最先端の高度医療を提供すると
共に、地域の中核病院としてCommon
Diseaseな診療も多く、幅広い研修環境を用
意しています。
なお、当院以外での研修先として東京・大
磯・八王子の各付属病院と県内外の特色あ
る市中病院を協力型病院として、近隣のクリ
ニックを協力型施設として連携し、患者さんを
全人的にケアする研修を実践しています。
さらに、当院は臨床研修修了後に行なわれ
る専門研修の19基本領域全ての基幹施設と
なっており、専門医取得を目指し一貫した研
修が受けられます。

【プログラムの特徴】

【応募先】 〒259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143
Tel．0463-93-1121（内線：4035、4036）
Fax. 0463-94-8826
URL：https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/rinsho/

【基本研修プログラム】
大学病院で幅広い診療科を研修でき、数多くある地域の中
核病院でも研修が可能です。選択期間も長く、豊富な研修科
から選択できるため、自分に合った研修が行えます。
【地域医療研修プログラム】
大学病院で幅広い研修を行いつつ、諏訪中央病院をはじめ
とする特色のある地域の市中病院で、8～12週の研修を行い
ます。人気の高いプログラムです。
【周産期研修プログラム】
小児科、産婦人科以外を研修中も4週毎に6回、いずれか
将来希望する科のカンファレンスに参加します。小児科と産婦
人科を各4週、さらにいずれかを4週研修することで大学病院と
市中病院の両方で研修が可能となる小児科医、産婦人科医
を目指す方に向けたプログラムです。
【地域医療重点研修プログラム】
石巻赤十字病院、諏訪中央病院、大船中央病院、けいゆ
う病院で大学病院とは異なる診療科の枠を超えた研修をじっく
り実践でき、振り返りを重ねて医師としての思考や洞察力が身
につきます。大学病院と市中病院の両方を研修したい方に最
適なプログラムです。

【病院から皆さんへ：臨床研修医の声】
他大学出身の臨床研修医1年です。
大学を卒業後、出身地である神奈川県で研修しようと、県内の大学病院をいくつか見学しました。見学時に重視
したのは、他大学出身でも3年目以降も充実して働いていけるか、ロールモデルとなる先生がいるかということ。その点、
当院の先生のイキイキと活躍する姿が一番印象に残り、研修先の第一希望に決めました。
将来は内科系を希望していますが、診療科まで決めていない私には、基本研修プログラムは選択科目と必須科目
のバランスが良く、幅広い診療科で実践を重ねることが出来て最適です。必須科目でなければ回らなかった一般外
科で、術前後の内科的管理や疼痛コントロール、簡単な縫合など、内科医にも必要な基礎的スキルをここで身につ
けられたことは大きな収穫です。他科でも手技の機会があると、事前指導やバックアップ態勢を整えた上で、「やってみ
なさい」と積極的な声かけがあり、経験を重ねることが出来ます。
2年目は内科系を多く回る予定ですが、どの診療科も熱意があって楽しい先生ばかり。臨床研修医、上級医、指
導医がイキイキと働いている現場を確かめに、ぜひ見学にいらしてください。

平均外来患者数
2,468人／１日
平均入院患者数
775人／１日
ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ出動回数
217回／年間
病床数
一般：804床

アクセス
小田急小田原線
伊勢原駅下車 バス約10分

医師数
病院全体：333人
－男性：267人
－女性： 66人

指導医数：231人
研修医数： 88人
－１年目：39人
－２年目：49人

給与(1年、2年)
315,000円
(宿日直手当含む)

当直回数
日直1回・宿直3回
（8,000円/1回）

専門研修：有
専攻医数：117人
基幹プログラム：
19基本領域全て
諸手当：
通勤、宿日直
保育施設の有無：
有/院内保育所、幼稚園

臨床研修医の主な出身大学：
【国公立大学】北海道大学、旭川医科大学、弘前大学、山形大学、東北大学、福島県立医科大
学、横浜市立大学、山梨大学、信州大学、岡山大学、鳥取大学、島根大学、愛媛大学、高知大
学、香川大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学 など
【私立大学】岩手医科大学、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、
日本大学、東邦大学、杏林大学、北里大学、昭和大学、聖マリアンナ医科大学、金沢医科大学、
愛知医科大学、藤田医科大学、川崎医科大学、福岡大学、久留米大学 など
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神奈川県厚生農業協同組合連合会

伊勢原協同病院
【病院の概要・特色】
当院は昭和43年に設立され、湘南西部医療圏の
中核病院として成長してきました。医療の高度化お
よび療養環境向上のため、平成26年8月に新築移
転し、病床数350床、29診療科の病院となりました。
手術室6室、HCU6床, 外来化学療法センター、血
液浄化センター、緩和ケア病棟、回復期リハビリ病棟
などを備えています。
診療体制としては特に医師のマンパワーにも恵まれて
いる消化器系疾患、小児・周産期医療、整形外科
を中心に最新かつ大学病院にも引けを取らない専門
的な治療を実施しています。
地域の市民病院的な役割も担い、内科・外科系・
小児科24時間365日二次救急体制のもと、豊富
な症例を経験することができます。

【応募先】 〒259-1187
神奈川県伊勢原市田中345
Tel. 0463-94-2111 Fax. 0463-96-1759
URL：http://www.iseharahp.com/kensyui/

アクセス
小田急線 伊勢原駅
徒歩 15分

【プログラムの特徴】
Man to man
研修医に指導医がいつもついているように
At the front
研修医の能力に応じて最前線の現場にどんどん出
させる
Tailor made
研修医の適正・意欲に応じて独自の研修をしてもら
う
研修医がきめ細かい研修を受けることができるよう、病
院規模に対し少人数の研修医を受け入れています。
また基幹型（当院）に加え協力型（慶應大など）
の研修医も在籍している為、異なった背景を持つ研
修医が混ざり合い、刺激のある研修環境を経験でき
ます。
必修科だけでなく、その他選択科目のマイナー科目も
充実しております。地域医療では離島での研修や近
隣の開業医でのプライマリーケアを選択できます。

平均外来患者数
862.3人／１日
平均入院患者数
301.3人／１日

【病院から皆さんへ：研修医の声】
病院規模にしては一学年4～5人と少人数なので、外科系OPEや内科系の検査などの手技を研修医同士で
取り合うことなく、指導医・上級医の指導の下、惜しみなく経験することができます。また少人数のため、ローテー
ションでは原則各科1人しか研修医がいないので、指導医との距離感が近く、疑問点などをすぐに確認すること
ができる環境です。
比較的自由度が高い病院風土のため、とことんやりたい人はその要望に指導医は応えてくれますし、自分の
ペースでやりたい人も自分の自習時間をしっかり取れる余裕もあります。
要は「自分次第」でどちらの方向にも進める環境です。
ぜひ興味のある方は病院見学からでも検討してみてはいかがでしょうか。

専門研修：無
専攻医数：2人
基幹プログラム：
協力型のみ

医師数（常勤）
病院全体： 73人
男性： 65人
女性： 8人

指導医数： 29人
研修医数： 9人
１年目： 5人

当直回数
給与：月額
300,000円（１年目） 1回/週
350,000円（２年目） 平均4回/月
(1年目5,000円/1回)
賞与：2回/年
1年目：計2ヶ月分
(2年目8,000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/院内保育所、
病児、病後児

病床数
一般 ：291床
回復期： 45床
緩和 ： 14床

2年目：計3ヶ月分

（内協力型1人）

２年目： 4人

研修医の主な出身大学：
慶應義塾大学、東海大学、帝京大学、
東京医科大学、熊本大学、徳島大学、東京女子医科大学 etc

