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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
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卒後研修室長
臨床教育統括副センター長

平野 公通
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。当院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
修が送れるよう臨床教育統括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。

病院長

阪上 雅史
当院はコロナ２年目の2021年も普段の年と変わらず56万人の外来患者さんと28万人の入院患者さんを診療し、
１万件以上の手術を行いました。研修プログラムでは、先輩医師の温かい指導のもとプライマリケアや基本的診
察能力を習得するとともに、特定機能病院における最先端の診断・治療技術を学んでいただきます。また、「患
者さんを自分の親と思って治療しなさい」と常日頃から指導しております。
当院は重点医療機関としてCOVID-19感染にも多職種連携one teamで対処し、EICUで重症患者を180名以上、
感染症外来で2700名以上を診察治療しましたので、感染対策も学んでいただけます。医師・看護師・薬剤師・技師・
事務などによる多職種連携チ－ム医療は阪神淡路大震災（1995年）以来の当院の伝統であります。是非、当院の
医療チ－ムに加わり自らを成長させて下さい。皆さんと一緒に仕事ができる日を心待ちにしております。

副院長
研修管理委員長
臨床教育統括センター長

池内 浩基
当院のプログラムは基本プログラム以外に、各領域の専門
医を早く取得できるように多くのプログラムを用意してい
ます。文教都市西宮は神戸と大阪の中間に位置し、交通の
便も非常に良いことから、多くの患者さんに受診していた
だいています。ささやま医療センターでのプライマリケア
から大学病院での最先端の医学知識まで十分に学べると思
います。思い出に残る研修医生活を当院でスタートしてく
ださい。
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試 験 日 2022年５月21日（土）

選考方法 筆記試験（小論文）、面接（学業成績を含む）

①応募申込書１通（所定）
②受験票・名票１通（所定）
③成績証明書１通（他大学出身者のみ提出）
④返信用封筒（長３号、切手貼付のもの）
※①②は当院ホームページからダウンロードしてください。

提出書類

研修場所 兵庫医科大学病院、他協力型臨床研修病院、研修協力施設

募集人数 ● 基礎研究医プログラム　　　　　　　1名

試 験 日 2022年７月30日（土）、2022年７月31日（日）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）

①応募申込書１通（所定）
②受験票・名票１通（所定）
③成績証明書１通（他大学出身者のみ提出）
④返信用封筒（長３号、84円切手貼付のもの）
※①②は当院ホームページからダウンロードしてください。

提出書類

研修場所 兵庫医科大学病院、他協力型臨床研修病院、研修協力施設

募集人数 ● 基本プログラム　　　　　　　　   34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　 13名

募集期間
※郵送の場合は６月30日（木）必着
2022年６月１日（水）～６月30日（木）16時45分

募集期間

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。

● 2023年医師国家試験の受験予定者
● 2022年医師国家試験合格者で臨床研修未実施の者

問い合わせ先

兵庫医科大学病院　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

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（2021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

たすきがけプログラム、協力型研修病院・大学プログラムに
おける１年次の処遇：配属先病院の処遇を適用

応募資格 ● 2023年医師国家試験の受験予定者
● 2022年医師国家試験合格者で臨床研修未実施の者
※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。
※当プログラムに採用が確定した場合には、医師臨床研修マッチングには参加できません。

2023年度採用臨床研修医募集要項
（マッチング対象外プログラム）

2023年度採用臨床研修医募集要項
（マッチング対象プログラム）

詳細は病院HPをご確認ください。

※郵送の場合は４月22日（金）必着
2022年４月１日（金）～４月22日（金）16時45分
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2023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６ヶ月、救急３ヶ月、外科２ヶ月、小児科１ヶ月、
産婦人科１ヶ月、精神科１ヶ月、地域医療２ヶ月（うち１ヶ月は一般外来）を必修とします。
なお、救急科研修３ヶ月のうち、１ヶ月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（2023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
 公立宍粟総合病院
 市立芦屋病院
 高砂西部病院
 姫路医療センター
 神戸アドベンチスト病院

丹波篠山市黒岡5
宝塚市小浜4丁目5-1
尼崎市潮江1丁目12-1
西宮市林田町8-24
尼崎市稲葉荘3丁目1-69　
西宮市上鳴尾町4-31
川西市東畦野5丁目21-1
川西市新田1丁目2-23
養父市八鹿町八鹿1878-1
宍粟市山崎町鹿沢93
芦屋市朝日ヶ丘町39-1
高砂市中筋1丁目10-41
姫路市本町68
神戸市北区有野台8丁目4-1

施設名 住　所

 西脇市立西脇病院
 三田市民病院
 西宮渡辺病院
 西宮渡辺心臓脳・血管センター
 西宮市保健所
 いたみバラ診療所
 宮本クリニック
 宮本夙川クリニック
 土田医院
 たにざわこどもクリニック
 西宮回生病院
 上ヶ原病院
 瀬尾クリニック
 姫路聖マリア病院

西脇市下戸田652-1
三田市けやき台3丁目1-1
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16-2
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1-15
西宮市大浜町1-4
西宮市上ヶ原十番町1-85
尼崎市七松町1丁目2-1
姫路市仁豊野650

詳細は病院HPをご確認ください。 各診療科の紹介はこちら。

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） 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34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、兵庫県立はりま姫路総合医療センターのいずれか）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
（８ヶ月）

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
（３ヶ月）

精神科
（１ヶ月）

地域
医療

（１ヶ月）

定員２名
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姫路市

垂水区 長田区

兵庫区
神戸市

宝塚市

西宮市

大阪市
東大阪市

枚方市

箕面市

兵庫医科大学病院協力型研修病院群（2023年度）　
施設名 住　所

❶ 宝塚市立病院
❷ 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
❸ 公益社団法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院
❹ 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター
❺ 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
❻ 社会医療法人愛仁会 千船病院
❼ 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
❽ 箕面市立病院
❾ 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院
 医療法人 川崎病院
 医療法人 明和病院
 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院
 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院

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
枚方市星丘4丁目8-1
箕面市萱野5丁目7-1
神戸市長田区一番町2丁目4
神戸市兵庫区東山町3丁目3-1
西宮市上鳴尾町4-31
神戸市北区惣山町2丁目1-1
大阪市福島区福島4丁目2-78

❹❸

❼❶
❽

❾





❺

❷

❻●



協力型研修病院・大学プログラム

内科（６ヶ月） 救急科
（３ヶ月）

必修科・選択科
（11ヶ月）

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
（３ヶ月）

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
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、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。

定員13名 協力型研修病院情報

■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）

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

■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

公益社団法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院
〒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

■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～ 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

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
〒６７０-８５２０ 兵庫県姫路市本町６８番地
ＴＥＬ ０７９-２２５-３２１１　ＦＡＸ ０７９-２２３-８３１０

■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

市立東大阪医療センター
〒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） 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
■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

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
〒５５２-０００３ 大阪市港区磯路１丁目７-１
ＴＥＬ ０６-６５７２-５７２１　ＦＡＸ ０６-６５７３-２５３１

■待遇
基本給（月額） 250,000円
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

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

■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･夏休み（3日）
宿直･日直･土直（回数） 月6回程度

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

■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

箕面市立病院
〒562-0014 大阪府箕面市萱野5丁目7-1
TEL 072-728-2001  FAX 072-728-8232
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協力型研修病院情報

各基礎医学講座の詳細はこちら。

小児科
（１ヶ月）

2023年度 プログラム紹介
基礎研究医プログラム

内科（６ヶ月） 救急科
（３ヶ月）

1 年 目 2 年 目

地域医療
（２ヶ月）

外科
（２ヶ月）

選択科
（２ヶ月）

基礎医学研究
（６ヶ月）

　将来基礎研究医を目指す医師に対して、初期臨床研修より基礎医学教室配属期間を設けたプログラムです。
　基礎系の教室を通じて基礎医学研究歴７年以上の複数の医師が指導できるキャリア支援体制が確保
されており、すべての基礎系研究室は論文指導を行う環境及び学会発表の機会が用意されています。
　基礎医学研修を開始する前に、プログラム責任者による臨床研修の到達目標の到達度の評価を行います。
　臨床研修後４年以内を目処に、作成した基礎医学の論文を研修管理委員会に提出します。

　当該プログラム修了者で、本学大学院修了者は特任助教として採用し、研究をサポートすることも
可能です。特任助教へのキャリアパスとしては、下記の４コースがあります。（予定）

１） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム）→大学院→特任助教

２） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム）→大学院→海外（国内）留学→特任助教

３） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム＋夜間大学院）→後期研修（夜間大学院）
　　→特任助教（夜間大学院は初期臨床研修１年目または２年目から入学）

４） 初期臨床研修（基礎研究医プログラム）→後期研修
　　→大学院→特任助教

　なお、特任助教の所属は原則として本学基礎医学講座、基礎・臨床連携講座、先端医学研究所とします。
臨床講座に所属する場合は、上記講座との共同研究に基づく基礎的研究とします。
　兵庫医科大学では医学部において研究医枠運用を開始しており、2020年２名の研究医枠の研修医を
兵庫医科大学病院で採用しました。うち１名は本年研修１年目より夜間大学院に入学している実績を
有します。

定員８名

精神科
神経科
（１ヶ月）

※プログラム開始時に、所属する基礎医学系の教室を決定し、オリエンテーションを行います。

産科
婦人科
（１ヶ月）

定員１名

【基礎医学講座紹介】
解剖学（細胞生物部門）
解剖学（神経科学部門）
生理学（生体機能部門）

生化学
病原微生物学

免疫学
公衆衛生学

環境予防医学
法医学
遺伝学

病理学（分子病理部門）

■待遇
基本給（月額） 262,000円
超過勤務手当 実働による
賞与 年間約750,000円
宿日直手当 実働による
通勤手当 最高55,000円まで
住居手当 50,000円　ただし支給要件有
年次有給休暇 20日
その他休暇 リフレッシュ休暇5日、結婚・忌服休暇　等
■研修内容
勤務日 月曜日～金曜日（８：45～ 17：30）
休暇日 土曜日・日曜日・祝日
宿直･日直･土直（回数） 月4 ～ 5回程

地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院
〒６５３-００１３ 神戸市長田区一番町２丁目４番地
ＴＥＬ ０７８‐５７６‐５２５１　ＦＡＸ ０７８‐５７６‐５３５８

■待遇
基本給（月額） 350,000円
超過勤務手当 有　　賞与　年200,000円～
宿日直手当 平日：14,000円
 土曜日：21,000円
 日祝（半日）14,000円
 基本料金に加えて患者に実際に対応した時間分の超過勤務手当を支給
通勤手当 上限50,000円/月（入寮者はなし）
住居手当 有　世帯主に生活支援手当として19,000円（入寮者はなし）
年次有給休暇 入職と同時に10日付与
その他休暇 四季休暇：6日　メモリアル休暇：1日
■研修内容
勤務日 月曜日～金曜日（8：30～ 17：00）・土曜日（8：30～ 12：30）1～ 2回/月
休暇日 日曜日・法に規定された休日及び月3回の土曜日
宿直･日直･土直（回数） 月4回（平均）

明和病院
〒６６３-８１８６ 兵庫県西宮市上鳴尾町４番３１号
ＴＥＬ ０７９８-４７-１９６４　ＦＡＸ ０７９８-４７-７６１３

■待遇
基本給（月額） 350,000円
超過勤務手当 1日1回3,500円
 （21時以降は7,000円）
賞与 年2回　1回目50,000円
 2回目150,000円
宿日直手当 宿直・日直１回10,000円 (増額予定) 2次救急当番日は加算有
通勤手当 当院から1.5ｋｍ以上は支給
住居手当 賃料から本人負担分(30,000円)を引いた額を病院が支払う
年次有給休暇 6か月後10日付与 　　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)・土曜日（８:30～12:40）月３回休み
休暇日 土曜日(月3回)・日曜日・祝日
宿直･日直･土直（回数） 月４回程度

医療法人 川崎病院
〒６５２-００４２ 神戸市兵庫区東山町３丁目３番１号
ＴＥＬ ０７８-５１１-３１３１　ＦＡＸ ０７８-５１１-３１３８

■待遇
基本給（月額） 1年次：360,000円
 （医師手当・地域手当含む）、
 2年次：375,000
 （医師手当・地域手当含む）
超過勤務手当 無　　賞与　有
宿日直手当 1年次：10,500円/回、
 2年次：21,000円（回）
通勤手当 規定により支給　　住居手当　無
年次有給休暇　20日　　その他休暇　夏季休暇など
■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） 1年次：5～ 6回程度/月（副直）、2年次：4回程度/月

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院
〒６５１-１１４５ 兵庫県神戸市北区惣山町２丁目１番１号
ＴＥＬ ０７８-５９４-２２１１　ＦＡＸ ０７８-５９４-２２４４

■待遇
基本給（月額） 1年目基本給217,940円+地域手当34,870円、
 2年目基本給239,140円+地域手当38,262円
超過勤務手当 実働に応じ月当たり80時間を上限として申請可
 (ただし、外研修期間中は超勤対象外)
賞与 無　　宿日直手当　有
通勤手当 通勤距離2キロメートル未満の者を除く、公共交通機関や
 通勤用具の利用を常例とする者に支給【規定(内規)に基づき上限あり】
住居手当 支給対象外
年次有給休暇 初年は、4月1日(入職日)に15日付与
その他休暇 特別休暇、病気休暇
■研修内容
勤務日 月曜日～金曜日(8:30 ～ 17:45)
休暇日 土曜日・日曜日・祝日
宿直･日直･土直（回数） 月4回程度。【ただし、1年目は副直のみ(17:30 ～ 23:30/月2回程度)】

独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
〒５５３-０００３ 大阪府大阪市福島区福島４-２-７８
ＴＥＬ ０６-６４４１-５４５１（代表）　ＦＡＸ ０６-６４４５-８９００
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 本 謙
2021年度入職

川崎医科大学卒業
産婦人科重点プログラム

希望進路：産婦人科

兵庫医科大学の産婦人科重点プログラ
ムは、産婦人科の長期間の研修、さらに
小児科の研修がプログラムに含まれて
いる点が非常に魅力的でした。また自
由に研修診療科を4ヶ月も選択可能な
ことも良かったです。
更に電車で大阪駅から20分で車では阪
神高速の下り口すぐのところに病院が
あり交通の便もよく当院を選びました。

研修先に兵庫医科大学病院を
選んだ理由は？

兵庫医科大学は様々な病院と連携して
おり、連携先の市中病院での研修が可
能で、地域医療も産婦人科の研修が可
能な地域医療病院もあり、兵庫医科大
学病院以外に様々な研修先を選べる点
が魅力でした。大学病院ではリスクの
高 い 症 例、市 中 病 院 で はcommon 
diseaseを学べ非常に有意義な研修が
できると感じました。

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。

兵庫医科大学病院での研修は非常に研
修カリキュラムが豊富で自由度が高い
研修病院施設です。連携している市中
病院にも研修できますし、地域医療で
の産婦人科の研修ができるのも魅力で
す。是非兵庫医科大学病院で研修され
ることをお勧めしますので一度見学に
来てください。

学生の皆さんへメッセージ

研修計画
【１年目】
4月～ 6月 …… 産科婦人科
7月～ 8月 …… 脳神経内科
9月～10月…… ささやま医療センター (救急科)
11月～12月 … ささやま医療センター (内科)
1月～2月 …… 糖尿病・内分泌・代謝内科
3月 …………… 麻酔科・疼痛制御科

【２年目】
4月 …………… 麻酔科・疼痛制御科
5月 …………… 乳腺・内分泌外科
6月 …………… 小児外科
7月 …………… 精神科神経科
8月～9月 …… 小児科
10月 ………… 産科婦人科
11月～12月 … 地域医療(神戸アドベンチスト病院)
1月～3月 …… 神戸アドベンチスト病院(産婦人科)

症例数が多くしっかりと研修できるこ
と。また、私はすでに子どもがいるので、
研修と育児を両立できることを重視し
ました。

研修先を選ぶ際に重視した
ことを教えてください 。

兵庫医大には、出身校も年齢も様々な
研修医がいます。研修センターは非常
に手厚いサポートをしてくださるので
研修に集中することができます。ぜひ
一緒に学び、働きましょう。

学生の皆さんへメッセージ

指導体制がしっかりとしているので安
心して手技、診察の方法を獲得してい
くことができます。また研修医同士も
仲が良く、切磋琢磨しながら成長でき
るところが魅力です。

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 …… 消化管内科
6月～7月 …… 糖尿病・内分泌・代謝内科
8月～9月 …… 麻酔科・疼痛制御科
10月～11月 … 脳神経内科
12月～1月…… 下部消化管外科
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 …………… 産科婦人科
6月 …………… 皮膚科
7月 …………… 小児科
8月 …………… 糖尿病・内分泌・代謝内科
9月 …………… リハビリテーション科
10月～11月 … 地域医療（西宮回生病院）
12月 ………… 臨床検査科
1月 …………… 精神科神経科
2月 …………… 西宮渡辺心臓脳・血管センター (麻酔科)
3月 …………… 超音波センター

横角 えりさ
2021年度入職

兵庫医科大学卒業
基本プログラム
希望進路：未定
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研修計画
【１年目】
4月～5月 …… 循環器内科
6月～7月 …… 血液内科
8月～9月 …… 糖尿病・内分泌・代謝内科
10月～11月 … 麻酔科・疼痛制御科
12月～1月…… 救命救急センター
2月 …………… 下部消化管外科
3月 …………… 炎症性腸疾患外科

【２年目】
4月～5月 …… 地域医療（ささやま医療センター）
6月 …………… 脳神経内科
7月 …………… 糖尿病・内分泌・代謝内科
8月 …………… 循環器内科
9月 …………… 肝・胆・膵内科
10月 ………… 腎・透析内科
11月 ………… 宝塚市立病院(消化器内科)
12月 ………… 産科婦人科
1月 …………… 糖尿病・内分泌・代謝内科
2月 …………… 精神科神経科
3月 …………… 小児科

先生方の指導が丁寧で、いつでも質問
しやすい環境です。スタッフの方々も
優しいので、とても働きやすいです。
また、教育棟の図書館なども自由に使
用できるため、参考書や文献検索もし
やすいです。

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。

研修室内は活気あふれていて、とても
良い雰囲気です。時間に余裕があると
きは、手技の練習をしたり、分からな
いところを教えあったりしています。
２年目の先生方も同じ部屋なので、頼
れる先輩方がすぐ近くにいて、安心で
きます。

研修の雰囲気を
教えてください

研修計画
【１年目】
4月～5月 …… 消化管内科
6月 …………… 産科婦人科
7月 …………… 宝塚市立病院(麻酔科)
8月～9月 …… 腎・透析内科
10月 ………… 小児科
11月 ………… 精神科神経科
12月～1月…… 糖尿病・内分泌・代謝内科
2月～3月 …… 救命救急センター

【２年目】
4月～5月 …… 地域医療(西宮回生病院)
6月～7月 …… 下部消化管外科
8月～9月 …… 炎症性腸疾患外科
10月～11月 … 乳腺・内分泌外科
12月 ………… 上部消化管外科 
1月 …………… 小児外科
2月～3月 …… 呼吸器外科

清水 麻由希
2021年度入職

兵庫医科大学卒業
外科専門医取得プログラム
希望進路：外科、産婦人科

指導体制が整っていて、自分の勉強時
間もきちんと確保できること。また、
多種多様な症例を経験できることを重
視しました。

研修先を選ぶ際に重視した
ことを教えてください 。

北風 匠一
2021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

専門的で最先端の医療を身近に経験で
きるうえ、初診外来や地域医療研修で
はcommonな疾患を診ることができ総
合的な力が身に付くと思いました。
また、内科を志望しているためローテー
ションできる診療科が豊富であること
も魅力のひとつでした。

研修先に兵庫医科大学病院を
選んだ理由は？ 

大学病院であるためプロフェッショナ
ルな先生方が全科にわたり数多くい
らっしゃり、丁寧に指導してくださる
ため毎日が勉強になります。
また大学病院は手技の数が少ない印象
があるかもしれませんが、患者さんも
多いため採血やルート、血液培養、A
ライン、CV、エコーなどの手技は望
めばいくらでもチャレンジできます。

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。

初期研修の2年間は医師人生の中で最
も大事な期間です。ここでの経験や出
会いが将来の自分の診療科やキャリア
を左右するといっても過言ではありま
せん。
兵庫医科大学病院はよい影響を与えて
くれる経験や出会いが沢山あります。
コロナ禍で中々病院見学もままならな
いと思いますが、皆さんが満足のいく
研修が出来るようサポート体制も万全
なので是非一度見学にいらしてくださ
い。

学生の皆さんへメッセージ
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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

兵庫県難病診療連携拠点病院に指定 2019年４月

地域がん診療連携拠点病院（高度型）に指定 2020年４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

詳細はこちら。
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兵庫医科大学臨床教育統括センター
兵庫医科大学ささやま医療センター

臨床教育統括センターは、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。

兵庫医科大学臨床教育統括センター

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

2021年度 兵庫医科大学病院研修医セミナー＆実習 

１．発熱 （総合内科　楠講師）

４．止血検査異常の診かた （血液内科　日笠講師）

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）

５．糖代謝異常 （総合内科　楠講師）

６．胸痛 （循環器内科　今仲講師）

14．呼吸困難 （呼吸器内科　栗林教授）

15．血尿・排尿障害 （泌尿器科　山本主任教授）

３．腹部CTの読影 （神戸市立医療センター　中央市民病院
  放射線診断科　石藏部長）

16．動悸 （循環器内科　内藤講師）

17．どうする？女性の腹痛 （産科婦人科　福井准教授）

18．頭痛 （富永病院　頭痛センター　團野副センター長）

19．小児の虐待疑い例に対する対応（小児科　田中特任講師）

９．緊急手術を要する腹部疾患（炎症性腸疾患外科　桑原助教）

７．熱傷の対応 （形成外科　西本教授）

８．行政医師の働き方紹介～神戸市から～（神戸市行財政局　樋口担当局長）

10．腹痛 （医療人育成研修センター　平野卒後研修室長）

11．抗菌薬選択の考え方 （感染制御部　中嶋准教授）

12．咳嗽・喀痰 （呼吸器内科　栗林教授）

13．高血圧 （総合内科　楠講師）

研修医セミナー

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）

３．医療英会話初級コース

４．CVC実習

実　　習

講師の所属・肩書は2021年現在

20．便通異常(下痢、便秘) （医療人育成研修センター　平野卒後研修室長）
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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） レジデントインタビュー

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・リウマチ内科
● 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
産婦人科
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】

脳神経外科専門研修
兵庫医科大学
プログラム

【脳神経外科】

兵庫医科大学
麻酔科専門プログラム

【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
専門プログラム
【泌尿器科】

兵庫医科大学病院
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】

後期研修先に兵庫医科大学病院を選んだ理由は？

詳細は病院HPをご確認ください。

荻野 愛可 医師

将来については、たくさん悩みましたが、まず専門性を高めたいと考えたこと、
私が育った地域に根差した医療がなされていることが、兵庫医科大学病院を選
んだ理由です。
見学した時に女医さんも多く、雰囲気が良いと思いました。実際に入局して、
仕事と育児と両立している先生が多く、医局全体に働き方の柔軟性があります。
入局して１か月になり、慣れないことや分からないことばかりですが、優しく
支えていただいています。興味が少しでもある人は是非遊びにきてくださいね。
将来が決まってゆるぎない方もいれば、たくさん悩んでよく分からなくなって
いる方もいると思います。悩んでいても仕方ないので、たくさん見学したり話
を聞いて直感を信じるのも１つかもしれませんよ！

内科レジデント

出 身 大 学： 福岡大学
初期研修病院： 千船病院

前期研修を兵庫医科大学病院でさせていただき、環境を大きく変えずに集中す
るために、引き続き当院での後期研修を選択しました。当院は診療科が充実し
ていることや、他科の上級医やシステムを知っていることからコンサル依頼等
を判断しやすいと考えました。また、現在の医局が教育に力を入れているため
専門医取得やその先のことも相談しやすいと思いました。生殖医療にも力を注
いでおり、少子化・高年出産が進んでいる社会において重要な立ち位置を担う
ことが出来ることが魅力の１つです。周産期から婦人科疾患、生殖医療まで幅
広く勉強ができ、関連病院も多くあるため経験がたくさん積めます。
まずは国家試験を無事に突破していただき、もし産婦人科に興味があれば当科
も前期研修医から回ってみてください。

産科婦人科レジデント

菰池 哲史 医師
出 身 大 学： 兵庫医科大学
初期研修病院： 兵庫医科大学病院

症例の多様な病院となると大学病院が一番であると考えました。特に兵庫医科大
学病院は出身大学のある愛知県でも評判が高いことに加えて、現在、新病棟の建
設や兵庫医療大学との合併により、臨床現場および研究分野においても益々発展
していくことが期待されます。そういった環境でこそ、自身を更なる高みへと上ら
せてくれると思い兵庫医科大学病院での後期研修を選びました。
学生時代に脳神経外科で実習させていただいた際に、医局内の雰囲気やレジデン
トの教育体制など大変充実していました。全国各地から様々な経歴がある医師が
集い、切磋琢磨している環境は日々の診療で大変刺激的であり学ぶことが多いです。
今はまだ行きたい診療科が決まっていない学生さんも大勢いると思います。診療
科が細分化された大学病院だからこそやりたいことを見つけることができ、それ
を生涯にわたって遂行することができる環境があります。
まずは気軽に見学に来てください。そこで上の先生やレジデントの先生の本音の
意見も聞いてみてください。実際に「見て・聞いて・感じる」、これ以上に糧になる
ものはありません。

脳神経外科レジデント

木下 雅人 医師
出 身 大 学： 藤田医科大学
初期研修病院： 兵庫医科大学病院
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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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