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初期臨床研修の２年間は長い医
師人生の中でも最も大事な期間
です。本院での研修でプライマ
リーケアを学び、基本的診療能
力を身につけるとともに、大学
病院ならではの高度先進医療も
存分に学んでいただけます。円
滑で充実した研修が送れるよう
医療人育成研修センターが支援
いたします。皆さんと一緒に仕
事ができることを楽しみにして
います。

医療人育成研修センターは、初
期研修だけでなく、兵庫医療大
との連携、臨床実習、多職種連携、
看護師特定行為研修も担当し、
専任教員２名、専任技術職員５
名が在籍し、シミュレーション
センターも併設しています。卒
前・卒後シームレスな医師養成、
後期研修充実、専門医取得支援
など生涯にわたるキャリア支援
を目指す学びの場です。

研修管理委員長
副院長
池内 浩基

当院は年間58万人の外来患者さ
んと31万人の入院患者さんを診
療しています。研修プログラム
はプライマリーケアの習得を第
一とし、専門的な診断・治療技
術にも対応できるように準備さ
れています。医師・看護師・薬
剤士・技師・事務からなる多職
種連携チ－ムも特徴です。是非、
当院の医療チ－ムに加わり自ら
を成長させて下さい。お待ちし
ております。

当院は阪神間に位置し、交通の
便も非常に良いので、多くの患
者さんが通院・入院されていま
す。豊富な症例に接することが
でき、満足した初期臨床研修を
経験していただけるものと思い
ます。この２年間はプライマリー
ケアの習得だけでなく、医師と
しての倫理観を養う上でも重要
な期間です。お会いできる日を
楽しみにしております。

1 2



伊丹市

西宮市 尼崎市
芦
屋
市

北区

高砂市

川
西
市

神戸市

丹波篠山市

姫路市

西脇市

養父市

宍粟市

宝塚市

三田市

❶

❾

❷

❸

❹❻1819
20222325

❼
❽
10

11

13

14
15

24
●

21

16

17

❺12

兵庫医科大学病院兵庫医科大学病院

2021年度 プログラム紹介
兵庫医科大学病院では2021年度より内科24週、救急12週、外科８週、小児科４週、産婦人科４週、
精神科４週、地域医療８週（うち４週は一般外来）を必修とします。
なお、救急科研修12週のうち、4週については麻酔科研修に変更することが出来ます。

兵庫医科大学病院臨床研修病院群（2021年度）　
施設名 住　所

❶ ささやま医療センター
❷ 宝塚市立病院
❸ 尼崎中央病院
❹ 西宮市立中央病院
❺ 関西労災病院
❻ 明和病院
❼ 市立川西病院
❽ ベリタス病院
❾ 公立八鹿病院
10 協立病院
11 公立宍粟総合病院
12 市立芦屋病院
13 高砂西部病院

丹波篠山市黒岡5番地
宝塚市小浜4丁目5番1号
尼崎市潮江1丁目12番1号
西宮市林田町8番24号
尼崎市稲葉荘3丁目1番69号　
西宮市上鳴尾町4-31
川西市東畦野5丁目21番1号
川西市新田1丁目2番23号
養父市八鹿町八鹿1878番地1
川西市中央町16番5号
宍粟市山崎町鹿沢93番地
芦屋市朝日ヶ丘町39番1号
高砂市中筋1-10-41

施設名 住　所

14 姫路医療センター
15 神戸アドベンチスト病院
16 西脇市立西脇病院
17 三田市民病院
18 西宮渡辺病院
19 西宮渡辺心臓・血管センター
20 西宮市保健所
21 いたみバラ診療所
22 宮本クリニック
23 宮本夙川クリニック
24 土田医院
25 たにざわこどもクリニック

姫路市本町68番地
神戸市北区有野台8-4-1
西脇市下戸田652番地の1
三田市けやき台3丁目1番地1
西宮市室川町10-22
西宮市池田町3-25
西宮市江上町３-２６
伊丹市荒牧6丁目16番2号
西宮市産所町12-13
西宮市清水町4-12
尼崎市七松町1丁目3-1
西宮市和上町1番15号

詳細は病院HPをご確認ください。

基本プログラム
最低限の必修科のみを設け、それ以外の期間は研修医の志向に応じて自由に研修先を選択できるプログラムです。

地域医療
（２ヶ月）
※うち1ヶ月は
一般外来

選択科（８ヶ月）

1 年 目 2 年 目

精神科
（１ヶ月）内科（６ヶ月） 救急科

（３ヶ月）
産婦人科
（１ヶ月）

小児科
（１ヶ月）外科（２ヶ月）

定員42名

小児科重点プログラム
小児科での研修期間を長くとっており、将来この科に進みたいという志望がある程度決まっている人向けのプログラムです。

小児科（４ヶ月） 内科（６ヶ月） 外科（２ヶ月） 選択科（５ヶ月）

1 年 目 2 年 目

救急科
（３ヶ月）

精神科
（１ヶ月）

地域医療
（２ヶ月）

産婦人科
（１ヶ月）

定員２名

産婦人科での研修期間を長くとっており、将来この科に進みたいという志望がある程度決まっている人向けのプログ
ラムです。

外科（２ヶ月）産婦人科
（３ヶ月） 内科（６ヶ月） 選択科（４ヶ月）

1 年 目 2 年 目

救急科
（３ヶ月）

小児科
（２ヶ月）
※NICUを含む

精神科
（１ヶ月）

地域医療
（２ヶ月）

産婦人科
（１ヶ月）

産婦人科重点プログラム 定員２名

外科専門医取得プログラム
外科専門医取得プログラムは、3年目以降の専門研修期間も含めて、最短期間での外科専門医取得を目指す将来外科
に進むことを決めている方向けのプログラムです。

内科（６ヶ月） 外科（10ヶ月）

1 年 目 2 年 目

救急科
（３ヶ月）

地域医療
（２ヶ月）

精神科
（１ヶ月）

産婦人科
（１ヶ月）

小児科
（１ヶ月）

定員２名

外科（２ヶ月）内科（６ヶ月） 救急科
（３ヶ月）

たすきがけプログラム
１年目にへき地医療拠点病院（兵庫医科大学ささやま医療センター、公立八鹿病院、公立宍粟総合病院、西脇市立西
脇病院、製鉄記念広畑病院のいずれか）で研修を行い、２年目は主に兵庫医科大学病院で研修を行います。市中病院
と大学病院の良い点を組み合わせたプログラムです。

必修科・選択科

へき地医療拠点病院 兵庫医科大学病院
1 年 目 2 年 目

必修科・選択科 精神科
（１ヶ月）

地域
医療

（１ヶ月）

定員２名
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兵庫医科大学病院協力型研修病院群（2021年度）　
施設名 住　所

❶ 宝塚市立病院
❷ 姫路医療センター
❸ 神戸掖済会病院
❹ 市立東大阪医療センター
❺ 大阪みなと中央病院
❻ 千船病院
❼ 星ヶ丘医療センター
❽ 箕面市立病院

宝塚市小浜4丁目5-1
姫路市本町68
神戸市垂水区学が丘1丁目21-1
東大阪市西岩田3丁目4-5
大阪市港区磯路1丁目7-1　
大阪市西淀川区福町3丁目2-39号
枚方市星丘4-8-1
箕面市萱野5丁目7-1

❹❸

❼❶
❽

❺

❷

❻

2021年度 新設プログラム紹介
協力型研修病院・大学プログラム

参画病院別・研修可能科

内科（６ヶ月） 救急科
（３ヶ月）

必修科・選択科

協力型研修病院 兵庫医科大学病院
1 年 目 2 年 目

必修科・選択科 地域医療
（１ヶ月）

　研修１年目は協力型研修病院で研修を行い、研修２年目に兵庫医科大学病院または臨床研修病院群、
研修協力施設で研修を行います。協力型研修病院では配属先病院のカリキュラムに沿って内科６ヶ月
をローテーションし、自由に選択できる期間を６ヶ月とします。
　研修２年目の兵庫医科大学病院、協力型臨床研修病院、研修協力施設で地域医療１ヶ月を必修とし、
自由に選択できる期間は11 ヶ月になります。
　１年目または２年目の選択期間中に必修科として救急部門３ヶ月、外科２ヶ月、産婦人科、小児科、
精神科を各１ヶ月研修とします。
　研修２年間で市中病院と大学病院両方の医療を経験し、多様な患者に対する臨床技能を習得できる
プログラムです。

※内科研修は一般外来研修を兼ねています。      
※救急科研修については1年目の研修先の指示に従って下さい。      
※選択科期間中に外科、精神科、小児科、産婦人科を必ず研修します。
※配属先病院および研修する診療科は、マッチング後に調整の上、決定します。

①宝塚市立病院

消化器内科
循環器内科
腎臓内科
血液内科
緩和ケア内科
リウマチ科
糖尿病内科
救急科
麻酔科・集中治療救急室
一般外科
呼吸器外科
小児科
整形外科
泌尿器科
形成外科
皮膚科
眼科
耳鼻いんこう科
病理診断科

診療科区分

必修科

選択科

⑧箕面市立病院

消化器内科
循環器内科
血液内科
糖尿病・内分泌代謝内科
神経内科
救急科
麻酔科
外科
小児科
産婦人科
整形外科
形成外科
脳神経外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
放射線科
病理診断科

診療科区分

必修科

選択科

⑦星ヶ丘医療センター

総合内科
脳卒中内科
消化器内科
循環器内科
呼吸器内科
糖尿病内科
外科
呼吸器外科
皮膚科
整形外科
リハビリテーション科
形成外科
脳神経外科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
臨床検査科

診療科区分

必修科

選択科

②姫路医療センター

内科
救急・麻酔
外科
呼吸器外科
整形外科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻いんこう科
形成外科
放射線科

診療科区分

必修科

選択科

③神戸掖済会病院

循環器内科
内科
麻酔科・救急科
外科
整形外科
脳神経外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
形成外科・血管外科
放射線科

診療科区分

必修科

選択科

⑤大阪みなと中央病院

内科
救急科
外科
精神科
整形外科

診療科区分

必修科

選択科

⑥千船病院

内科
救急
外科
小児科
産婦人科
麻酔科

診療科区分

必修科

④市立東大阪医療センター

内科
腎臓内科
内分泌代謝内科
総合診療科
循環器内科
消化器内科
免疫内科
神経内科
外科
救急麻酔科

診療科区分

必修科

定員８名

５ ６



連携病院情報
地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 公益社団法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院
〒578-8588 大阪府東大阪市西岩田３丁目４番５号
TEL 06-6781-5101  FAX 06-6781-2194

■待遇
基本給（月額）　給料：1年次：243,200円、初任給調整手当：1年次： 25,120円
超過勤務手当　有　　賞与　4.5ヶ月（年）　但し初年度：2.925ヶ月（年）
宿日直手当　無　※１７時～０時は時間外手当､０時～８時半は翌日の前倒し勤務
通勤手当　法人職員に準じて支給
住居手当　本人名義賃貸の場合　上限24,500円/月
年次有給休暇　・採用時から6ヶ月まで　5日、6ヶ月経過後　5日
その他休暇　WLB促進休暇　7日/年、他特別休暇

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8:30 ～ 17:00）　　
休暇日　土曜日･日曜日･祝日
宿直･日直･土直（回数）　月4回程度　　
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　
有（食堂 無､コンビニ 有､飲食スペース有）
宿舎の有無　有　（東大阪市西岩田３丁目４番40号・家賃：20,000円）

■待遇
基本給（月額）　1年次320,000円（月額）、2年次　370,000円（月額）
超過勤務手当　無　　賞与　無
宿日直手当　1年次　10,000円/回、2年次　20,000円/回
通勤手当　上限55,000円（当院規定による）
住居手当　上限27,000円（当院規定による）     
年次有給休暇　法定通り     
その他休暇　夏季休暇・年末年始

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8：30～ 17：15）
休暇日　土曜日・日曜日・祝日
宿直･日直･土直（回数）　上限6回まで
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　有・8:30 ～ 15:00（平日）
宿舎の有無　無

■待遇
基本給（月額）　1年次　326,544円、2年次　397,656円
超過勤務手当　無　　賞与　1年次　200,000円/年、2年次　300,000円/年
宿日直手当　21,000円/回
通勤手当　有
住居手当　有　27,000円（本人名義で契約が必要）
年次有給休暇　20日（4月1日採用　15日）
その他休暇　夏季休暇

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8:30 ～ 17:15)　休暇日　土曜日･日曜日･祝日
宿直･日直･土直（回数）　月6回程度
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　有
（食堂 11:00～ 16:00 価格：310円～ 510円　セブンイレブン 7:00～ 22:00）
宿舎の有無　有　（枚方市星丘4-8-5）
Ａ棟（27.7㎡）15,000円　Ｅ棟（24.9㎡）13,000円　Ｄ棟（17.9㎡）10,000円

■待遇
基本給（月額）　25万
超過勤務手当　有　　賞与　有
宿日直手当　有
通勤手当　無
住居手当　無
年次有給休暇　12日
その他休暇　慶弔休暇

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8：30～ 17：00）　　　　
休暇日　土曜日･日曜日･祝日
宿直･日直･土直（回数）　4回/月程度
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　
職員食堂あり（11：00～ 14：00）、 院内にコンビニあり
宿舎の有無　有　（大阪市西淀川区福町3-4-47　レジデンス福町・家賃：30,000円）　

独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター
〒573-8511 大阪府枚方市星丘4丁目8番1号
TEL 072-840-2641  FAX 072-840-2266

〒655-0004 神戸市垂水区学が丘１丁目21番１号
TEL 078-781-7811  FAX 078-781-1511

社会医療法人愛仁会 千船病院
〒555-0034 大阪市西淀川区福町3丁目2番39号
TEL 06-6471-9541  FAX 06-6474-0069

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪みなと中央病院 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
〒552-0003 大阪市港区磯路1-7-1

TEL 06-6572-5721  FAX  06-6573-2531
■待遇
基本給（月額）　300,000円
超過勤務手当　100,000 ～ 150,000円程度　　賞与　50,000円程度（6月､12月）
宿日直手当　21,000円/回
通勤手当　有
住居手当　有
年次有給休暇　年間20日
その他休暇　特別休暇・病気休暇

■待遇
基本給（月額）　363,000円
超過勤務手当　有　　賞与　有
宿日直手当　有（月2～ 3回程度）
通勤手当　有
住居手当　無
年次有給休暇　20日/年度
その他休暇　病気休暇等

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8:30 ～ 17:15）
休暇日　土曜日・日曜日・祝日　　宿直･日直･土直（回数）　月4回程度
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　
有（デイリーヤマザキ→8:30～ 18:00）
宿舎の有無　無

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8：30～ 16：30）
休暇日　土曜日・日曜日・祝日、及び年末年始
宿直･日直･土直（回数）　月2～ 3回程度
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　食堂あり
宿舎の有無　有　（病院内・家賃：19,500円）

■待遇
基本給（月額）　160,080円(地域手当を含む)
超過勤務手当　規定に基づき付与　　賞与　規定に基づき付与
宿日直手当　規定に基づき付与
通勤手当　規定に基づき付与
住居手当　21,600円（上限額）
年次有給休暇　21日/年
その他休暇　夏季休暇5日/年（令和元年度実績）　其の他規定に基づき各種取得

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8：30～ 17：00）
休暇日　土曜日・日曜日・祝日
宿直･日直･土直（回数）　3～ 7回（2019年度実績）
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　食堂、コンビニあり
宿舎の有無　応相談

■待遇
基本給（月額）　1年次：280,200円、2年次：288,600円
超過勤務手当　有　　賞与　有（令和元年度実績4.5 ヶ月分）
宿日直手当　1年次：23,000円/回、2年次：59,000円/回
通勤手当　支給あり（条件による）
住居手当　27,000円
年次有給休暇　20日
その他休暇　夏季休暇（令和元年度実績7日）、特別休暇（結婚休暇､産前産後休暇､親族死亡休暇など）

■研修内容
勤務日　月曜日～金曜日（8:45 ～ 17:15）
休暇日　土曜日・日曜日・祝日　　宿直･日直･土直（回数）　月4回程度
白衣貸与の有無　有　　クリーニングの有無　有
病院内食事状況（食堂の有無､営業時間､価格など）　
有（食堂→8:00～ 19:00、 ニューヤマザキデイリーストア→8:00～ 20:00）
宿舎の有無　有　（箕面市萱野5-1-2・家賃：13,500円）

宝塚市立病院
〒665-0827 宝塚市小浜４丁目５番１号

TEL 0797-87-1161  FAX 0797-87-5624

〒670-8520 兵庫県姫路市本町68番地
TEL 079-225-3211  FAX 079-223-8310

箕面市立病院
〒562-0014 大阪府箕面市萱野5-7-1

TEL 072-728-2001  FAX 072-728-8232

夏休み（3日）
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2021年度採用臨床研修医募集要項

募集人数（予定）

応募資格

※各都道府県の地域枠推薦入学者または各大学の奨学金等で研修プログラムの
指定がある方は、各都道府県や大学に確認の上で申し込みをして下さい。

①応募申込書１通（所定）
②受験票１通（所定）
③名票１通（所定）
④成績証明書１通（他大学出身者のみ提出）
⑤返信用封筒（長３号、84円切手貼付のもの）

※①②③は当院ホームページからダウンロード可能です。
　Ａ4用紙でご用意ください。
　②③はセットでＡ4用紙に印刷してください。
※申し込み受付後受験票を郵送いたしますので、返信用封筒に7月16
日（木）までに受取り可能な住所（郵便番号）、氏名を記入してくださ
い。同日になっても受験票が届かない場合は次頁問い合わせ先へご
連絡ください。

研修場所

試 験 日 2020年7月23日（木）、2020年7月24日（金）のいずれか１日

選考方法 筆記試験（小論文）、面接（学業成績を含む）

提出書類

兵庫医科大学病院、他協力型臨床研修病院、研修協力施設

● 基本プログラム　　　　　　　　   42名
● 小児科重点プログラム　　　　　　　2名
● 産婦人科重点プログラム　　　　　　2名
● 外科専門医取得プログラム　　　　　2名
● たすきがけプログラム　　　　　　　2名
● 協力型研修病院・大学プログラム　　8名（申請予定）

● 2021年医師国家試験の受験予定者
● 2020年医師国家試験合格者で臨床研修未実施の者

募集期間

※郵送の場合は６月30日（火）必着

2020年６月１日（月）～６月30日（火）午後４時45分

待　　遇 本院：月額30万円（交通費を含む）、
　　　別途宿日直手当1回1万円（2019年度実績）
　　　日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金等）労働災害保険加入
協力型臨床研修病院：配属先病院の処遇を適用

問い合わせ先 兵庫医科大学病院　医療人育成研修センター　卒後研修室
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町１番１号

電　　話

メールアドレス

交通機関

0798-45-6830（直通）
sotugo@hyo-med.ac.jp

阪神電鉄　武庫川駅　西へ徒歩５分
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奥田 真有
平成31年度入職
兵庫医科大学卒業
基本プログラム
希望進路：内科

先輩方が研修している背中を見て自分
も出身大学で研修し、その後も当院で
活躍したいと感じたのが第一の理由で
す。また、当院は内科・外科・マイナー
科もすべてそろっており研修の2年間
の中で自分が将来専門にしたいと考え
ている科以外にも幅広く知識をつける
ことができると感じたため当院を初期
研修先として選びました。

研修先に
兵庫医科大学病院を
選んだ理由は？

研修医の数が多い事です。研修医が多
いと色んなバックグラウンドのある仲
間とお互いに時に助け合い、時に切磋
琢磨し、日々の研修を頑張ることがで
きます。皆仲が良く、終業後には飲み
に行ったりすることもあり、そのよう
な終業後の楽しみは明日の頑張りにつ
ながります。研修医の数が多いと症例
の取り合いになるのでは？とデメリッ
トととる人もいるかもしれませんが、
当院は各科多くの外来・入院患者がお
り、各科医師がチーム制をとって患者
を診ているため特に偏りなく様々な症
例を見ることができるため心配はいり
ません。大学病院でありながら立地か
ら阪神エリアを支える病院でもあるた
め珍しい症例だけではなく、comon 
diseaseもしっかり勉強できます。先
輩ドクターも皆やさしく、仕事や進路
など困ったときに親身になって話を聞
いてくれる先生方が多く、相談しやす
い環境にもあります。

兵庫医科大学病院での
研修の魅力・特徴を
教えてください。

研修計画
【１年目】
４月 ………… 小児科
５～６月 …… 麻酔科・疼痛制御科
７～９月 …… 救急救命センター
10～１1月…… 肝・胆・膵内科
12～１月 …… 脳神経内科
２～３月 …… 糖尿病・内分泌・代謝内科

【２年目】
４月 ………… 乳腺外科
５～６月 …… 腎・透析内科
７月 ………… 循環器内科
８～９月 …… 腎・透析内科
10～１1月…… 麻酔科・疼痛制御科
12～１月 …… 肝・胆・膵内科
２～３月 …… 地域医療（ささやま医療センター）

生まれも育ちも西宮なので、仕事を
するなら地元で働きたいという思い
や、父も兄も研修先が兵庫医科大学
病院だった為、ある程度雰囲気を
知っていたからです。

研修先に
兵庫医科大学病院を
選んだ理由は？

志望科が全く定まっていなかった
ため、専門科の豊富さと相談できる
同期が多いところを重視しました。

研修先を選ぶ際に
重視したことは？ 

上級医の先生の人柄の良さですね。
褒める・叱る・諭す等のメリハリが
本当にしっかりしています。
オフの日には、一回りも年の離れた
先生と食事に行くこともあります。

兵庫医科大学病院での
研修の魅力・特徴を
教えてください。

研修計画
【１年目】
４月～５月 ……精神科神経科
６月～７月 ……麻酔科・疼痛制御科
８月～９月 ……肝・胆・膵内科
10月～ 11月……腎・透析内科
12月～１月 ……炎症性腸疾患内科
２月～３月 ……救命救急センター

【２年目】
４月 ……………精神科神経科
５月 ……………消化管内科
６月 ……………救命救急センター
７月～８月 ……麻酔科・疼痛制御科
９月～ 10月 ……腎・透析内科
11月 ……………整形外科
12月～１月 ……地域医療
　　　　　　　　（ささやま医療センター）
２月～３月 ……循環器内科

北垣 詢
平成31年度入職
近畿大学卒業
基本プログラム

希望進路：精神科神経科

11 12



私が研修先に兵庫医科大学病院を選
んだ理由は、阪神間の医療の中核と
なる大学病院で質の高い医療を学べ
ると考えたからです。また、小児科
医を目指すにあたり、小児科重点
コースが設けられていることも魅力
の1つです。

研修先に
兵庫医科大学病院を
選んだ理由は？

医療の進歩に伴い、年々必要とさ
れる医学知識が増加しています。
机上の勉強ばかりで疲弊してしま
う方もいらっしゃると思います。
そんな時は自分が医師として医療
に携わる姿を是非思い浮かべてみ
て下さい。辛く苦しい事も沢山あ
りますが、スタッフ全員で立ち向
かい、患者さんが快方に向かう姿
を見るのは言葉に出来ない感動が
あります。皆さんにも是非医療の
素晴らしさを感じて頂きたいです。
そして、そのような経験を共に出
来る素敵な仲間や上級医と出会わ
れることを願います。

学生の皆さんへ
メッセージ

田中 めぐみ
平成31年度入職
金沢医科大学卒業
小児科重点コース
希望進路：小児科

研修計画
【１年目】
４月～９月…… 小児科
10月～ 11月… 総合内科
12月～１月…… 血液内科
２月～３月…… アレルギー・リウマチ科

【２年目】
４月 …………  腎・透析内科
５月～７月……  救命救急センター
８月 ………… 地域医療（高砂西部病院）
９月 …………  産科婦人科
10月 ………… 炎症性腸疾患内科
11月 ………… 循環器内科
12月　 ……… 糖尿病・内分泌・代謝内科
１月…………… 放射線科
２月～３月……  小児科

病院のスタッフがとても優しく、
わからないことは何でも相談でき
るのでとても働きやすい環境です。
上級医の先生は研修医のことをと
ても大切にしてくださるので、仕
事だけでなくプライベートでも仲
良くしてくださいます。同期とも
仲良くなるので、よく食事にもい
きます。

兵庫医科大学病院での
研修の魅力・特徴を
教えてください。

1年目で内科を研修していた時、救
急搬送された患者で入院時は半身
不随の状態でしたが、その後の治
療やリハビリのよって、歩行可能
になるまで回復し最終的に職場復
帰することができました。医師だ
けでなく他職種との連携がいかに
大切であるかということを改めて
実感しました。

研修で最も印象に残った
出来事を教えてください。

研修計画
【１年目】
4月～ 5月 ………救命救急センター
6月～ 7月 ………脳神経内科
8月 ………………小児科
9月～ 10月 ……麻酔科・疼痛制御科
11月 ……………精神科神経科
12月～ 1月 ……消化管内科
2月～ 3月 ………血液内科

【２年目】
4月 ………………小児外科
5月 ………………救命救急センター
6月 ………………呼吸器外科
7月 ………………麻酔科・疼痛制御科
8月 ………………炎症性腸疾患外科
9月 ………………上部消化管外科
10月～ 11月……地域医療（ささやま医療センター）
12月 ……………肝・胆・膵外科
1月 ………………救命救急センター
2月～ 3月 ………心臓血管外科

友尾 祐介
平成31年度入職
兵庫医科大学卒業
基本プログラム

希望進路：消化器外科
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病院概要・特色
1972年４月の開設以来、医学教育機関として、また、阪神地区の基幹病院として、
その責務にふさわしいスタッフと最新の医療施設・機器を備え、
周辺の医療機関との連携を図りながら、常に質の高い医療を提供しています。

●概　要 ●特　色

●拠点病院指定状況

名　称 兵庫医科大学病院

所在地 兵庫県西宮市武庫川町１番１号

開設年月日 1972（昭和47）年４月１日

標榜診療科目 ◆内科 ◆脳神経外科 ◆頭頸部外科
 ◆循環器内科 ◆小児科 ◆産婦人科
 ◆呼吸器内科 ◆整形外科 ◆眼科
 ◆消化器内科 ◆呼吸器外科 ◆放射線科
 ◆血液内科 ◆心臓血管外科 ◆放射線治療科
 ◆内分泌・代謝内科 ◆皮膚科 ◆麻酔科
 ◆糖尿病内科 ◆泌尿器科 ◆歯科
 ◆脳神経内科 ◆外科 ◆歯科口腔外科
 ◆肝臓・胆のう・膵臓内科 ◆消化器外科 ◆リハビリテーション科
 ◆腎臓・人工透析内科 ◆乳腺・内分泌外科 ◆救急科
 ◆リウマチ科 ◆小児外科 ◆ペインクリニック・疼痛緩和外科
 ◆アレルギー科 ◆形成外科 ◆臨床検査科
 ◆腫瘍内科 ◆美容外科 ◆病理診断科
 ◆精神科 ◆耳鼻いんこう科 （41標榜診療科）※2018年10月1日に変更

病床数 963床（一般：919床、精神：44床）

土地・建物 敷地面積：42,494.15㎡　　建物面積：延157,893.18㎡

特定機能病院の承認 1994年３月

災害拠点病院に指定 1996年10月

阪神南圏域地域リハビリテーション支援センターに指定 2004年４月

兵庫県エイズ治療中核拠点病院に指定 2007年７月

地域がん診療連携拠点病院に指定 2008年２月

肝疾患診療連携拠点病院に指定 2008年４月

兵庫県認知症疾患医療センターに指定 2009年４月

総合周産期母子医療センターに指定 2015年４月

兵庫県アレルギー疾患医療拠点病院に指定 2018年２月

急性医療総合センター
2013年災害拠点病院及び特定機能病院として地域に置ける医療拠点の充
実を図るため、救急、集中治療、手術部門等を一つの建物に集約すると
ともに、大規模災害時にも機能し続けることを目指した「急性医療総合セ
ンター」がオープンしました。

急性期医療を担う高度医療センター
急性医療総合センターには、救命救急センター、手術センター、集中治
療センターなど急性期医療の中核をなす施設を集約。10号館をはじめと
する既存医療機能とも効率的に接続するなどしながら、より高度な医療
を展開していきます。

大規模災害時にも機能し続ける医療施設
建物への免震構造の採用や、地階を作らず機械室を最上階に配置するな
ど、地震や水害（集中豪雨、洪水）などの災害時にも機能し続ける医療施
設を目指します。

スタッフのアメニティにも配慮
緊張の続く医療スタッフがくつろぐことのできる専用ラウンジを設ける
など、スタッフのアメニティにも配慮しています。

7F 機械室

6F 周産期センター
（NICU・GCU・産科手術室）

5F アイセンター
手術センター（中央滅菌室）

4F 手術センター

3F 集中治療センター
（ICU・HCUなど）

2F 救命救急センター
（EICU・CCU・救急病床など）

1F
救命救急センター
（初療室・救急手術室など）
熱傷センター
IVRセンター

【急性医療総合センター概要】
建築面積　2,516㎡
延床面積　15,283㎡
構　　造　鉄筋コンクリート造
　　　　　免震構造　地上7階建
高　　さ　35.8m

区　分 指定等の年月
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兵庫医科大学医療人育成研修センター
兵庫医科大学ささやま医療センター

卒後研修室を含む医療人育成研修センターは、病院
の中心部である１号館４階にあります。教員（医師）
に加えて５名の専任技術職員（看護師４名、理学療
法士１名）が在籍し、センター内に併設したシミュ
レーションセンターには高機能シミュレーターを含
む種々のシミュレーターや多数のトレーニング機器
を有しており、医療多職種間のボーダレスな教育・
研修を受けることができます。

兵庫医科大学医療人育成研修センター

地域医療の研修病院として兵庫医科大学ささやま医
療センターを選択できます。ささやま医療センター
は、地域の身近な医療を提供する大学病院という特
徴をもち、また、リハビリテーションセンター、老
人保健施設、居宅サービスセンターを併設している
ため、多様な初期診療を経験できます。
研修医・学生用の宿舎を2019年に新築しました。

兵庫医科大学ささやま医療センター

2019年度 兵庫医科大学病院研修医セミナー＆実習 

１．動悸 （循環器内科・冠疾患内科　貴島助教）

２．リハビリテーション医療について
（リハビリテーション科　児玉講師・内山講師）

３．糖代謝異常 （総合内科　楠講師）

４．血尿・排尿障害 （泌尿器科　山本主任教授）

５．腹部CTの読影 （放射線科　石藏准教授）

６．腹痛 （医療人育成研修センター　平野准教授）

７．熱傷の対応 （形成外科　西本教授）

８．発熱 （総合内科　楠講師）

９．抗菌薬選択の考え方 （感染制御部　中嶋講師）

10．咳嗽・喀痰 （呼吸器内科　栗林准教授）

11．呼吸困難 （呼吸器内科　栗林准教授）

12．便通異常(下痢、便秘) （医療人育成研修センター　平野准教授）

13．高血圧 （総合内科　楠講師）

14．胸痛 （循環器内科・冠疾患内科　今仲講師）

15．頭痛 （脳神経内科　團野非常勤講師）

症候セミナー

▲血尿・排尿障害

▲心エコー実習

▲縫合実習

▲CVC実習

▲医療英会話

研修医のさらなる知識・技能向上を目的として、業務終了後に当院教員による各種セミナー・実習を
定期的に開催しています。

１．心エコー実習 「初学者のための心エコーハンズオン」
（循環器内科　合田講師）

２．縫合実習 （医療人育成研修センター　平野准教授）

５．シミュレーション実習

３．正しい神経所見のとりかた（脳神経内科　山本助教）

４．腹部超音波実習 （超音波センター　飯島教授）

「高機能シュミレーターを用いたチーム医療」
（医療人育成研修センター）

６．医療英会話初級コース

実　　習

７．CVC実習

講師の所属・肩書は2019年現在
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初期臨床研修の第一の目的であるプライマリケアに必要な基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身
につけたのち、それをもとに将来の専門分野を考慮した診療科の選択を行っていただきます。兵庫医
科大学病院医療人育成研修センターは、各診療科と協力して初期臨床研修修了者がスムーズに専門医
研修（後期研修）へ移行できるようにお手伝いし、基本領域の学会と日本専門医機構から承認を受けた
全19領域のプログラムにより、統一した基準で、標準的な医療が提供できる専門医資格の取得をバッ
クアップします。

専門研修プログラム（後期臨床研修）

兵庫医科大学病院皮膚科
研修プログラム
【皮膚科】

● 循環器内科
● 血液内科
● アレルギー・リウマチ科
● 糖尿病・内分泌・代謝内科
● 肝・胆・膵内科
● 消化管内科
● 炎症性腸疾患内科
● 呼吸器内科
● 脳神経内科
● 腎・透析内科

兵庫医科大学病院内科
専門研修プログラム
【内　科】

● 肝・胆・膵外科
● 上部消化管外科
● 下部消化管外科
● 炎症性腸疾患外科
● 乳腺・内分泌外科
● 小児外科
● 心臓血管外科
● 呼吸器外科

兵庫医科大学外科
専門研修プログラム
【外　科】

兵庫医科大学病院
産科婦人科

研修プログラム
【産婦人科】

兵庫医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
専門研修プログラム
【耳鼻咽喉科】

兵庫医科大学
脳神経外科専門研修
プログラム

【脳神経外科】

兵庫医科大学麻酔科
専門研修プログラム
【麻酔科】

兵庫医科大学小児科
専門研修プログラム
【小児科】

兵庫医科大学病院
連携施設精神科
専門医プログラム
【精神科】

兵庫医科大学整形外科
専門研修プログラム
【整形外科】

兵庫医科大学眼科領域
専門研修プログラム
【眼　科】

兵庫医科大学泌尿器科
専門研修プログラム
【泌尿器科】

兵庫医科大学
放射線科

専門研修プログラム
【放射線科】

兵庫医科大学病院病理
専門研修プログラム
【病理診断科】

地域医療貢献型
兵庫医科大学救急科
専門医研修プログラム

【救急科】

兵庫医科大学臨床検査
専門研修プログラム
【臨床検査科】

兵庫医科大学総合診療
専門医プログラム
【総合診療科】

兵庫医科大学病院
リハビリテーション科
専門研修プログラム

【リハビリテーション科】

兵庫医科大学形成外科
専門研修プログラム
【形成外科】

堀部 拓哉 医師

新生児、腎疾患、消化器疾患、血液腫瘍、アレルギー、神経・筋、代謝・
内分泌など様々な領域のスペシャリストの先生方がすべては病気で苦し
んでいるこども達のために、連携し、チーム一丸となって、日々の診療に
取り組んでおられます。そんな先生方の高度で先進的な知識や技術を、
とても優しく、丁寧に指導していただける今の環境はとても贅沢である
と感じています。医局のアピールポイントは何よりも、尊敬する先生方が
みなさん優しく、暖かいということです。診察室ではこども達の笑顔だけ
でなく、先生方の笑顔もあふれ、それがとても眩しくてかっこいいです。

医局のアピールポイントを教えてください。
（入局の決め手になったことなど）

佐守 真実 医師

西原 弘貴 医師

関西で研修することは考えて探していました。いろいろ調べた結
果、兵庫医科大学は立地もよく症例数も多いことを知りました。
また研修システムがしっかりしており関連病院も多く満足のいく
研修が行えるとわかったからです。

後期研修先に兵庫医科大学病院を選んだ理由は？

大学卒業時、将来専門としたい内容が決まっておらず、比較的自由に
研修科を決定することが可能な兵庫医科大学病院のプログラムにて研
修を行いました。必修科が増える中、一年目に興味を持った科を翌年
も研修することができ、結果として血液内科の専攻に決めました。
　当院の血液内科は化学療法、造血幹細胞移植、血栓・止血分野の全
てをカバーしており、専攻医として十分な研修が可能と考え、初期研
修に引き続き兵庫医科大学病院でお世話になることに致しました。

後期研修先に兵庫医大を選んだ理由は？

出 身 大 学：奈良県立医科大学
初期研修病院：兵庫医科大学病院

詳細は病院HPをご確認ください。

出 身 大 学：兵庫医科大学
初期研修病院：兵庫医科大学病院

血液内科レジデント

外科レジデント

小児科レジデント

出 身 大 学：埼玉医科大学
初期研修病院：埼玉医科大学総合医療センター
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隣接地にある都市型保育園ポポラー兵庫武庫川園は、本学および附属病院に勤務する職員の子
育て支援のため、兵庫医科大学専用枠80名分を設け、お子さんをお預かりしています。火曜
日と金曜日は24時間保育も行っていますので、当直等にも対応できます。

育児支援
ポポラー武庫川園

こどもが熱を出したときや風邪をひいたとき、一般の保育施設では、なかなか預かってもらえ
ません。病児保育室ゆりかごでは、本学・本院の教職員や学生の皆さんが安心して仕事や勉学
と育児を両立できるよう、保護者に代わって、病中・病後のお子さんをお預かりします。

病児保育室ゆりかご

研修
風景
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● 阪神電鉄・武庫川駅下車、西出口より徒歩５分

● 阪神電鉄・甲子園駅下車、タクシーで約５分

● JR甲子園口駅下車、タクシーで約10分

病院見学申し込みページURL（随時見学受付中）
https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/intern/training/inquiry/visit/
右記QRコードからも病院見学申し込みページへアクセス可

COLLEGE HOSPITAL

兵庫医科大学病院　医療人育成研修センター　卒後研修室
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町１番１号

TEL 0798-45-6830（直通）
MAIL sotugo@hyo-med.ac.jp

URL https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/intern/training/outline/

兵庫医大　卒後研修

武
庫
川兵庫医科大学

武庫川鳴尾・武庫
川女子大前甲子園今津西宮

至 神戸

西宮

至 宝塚
至 梅田阪急神戸線

名神高速道路
西宮北口

甲子園口 至 大阪

国道2号線

阪神電鉄

阪神高速３号神戸線

国道43号線

JR神戸線

東鳴尾

武庫川団地前

洲先

甲子園球場

鳴尾浜総合グラウンド

武庫川出入口

西宮インターチェンジ

阪神高速５号湾岸線鳴尾浜出入口




