
昭和大学横浜市北部病院基本プログラム 

 

平成 31年度   プログラム責任者： 成 島 道 昭  

 

定員 21名 

 

 

 

1） 内科研修では、内科※、呼吸器センター、消化器センター、循環器センターから選択し、

2か月×3科の計 6か月ローテートします。 

※内科は総合診療を基礎とし、腎臓内科グループ、神経内科グループ、内分泌代謝グル

ープが含まれます。 

2） 救急研修では、1 年次に 2 か月（二次救急）、2 年次に 1 か月（二次救急または三次救

急）をローテートします。 

3） 外科研修では、外科、呼吸器センター、消化器センター、循環器センター、こどもセン

ター外科から 1科を選択します。 

4） 選択科目については、研修協力病院の希望科にて任意の期間（1 か月～7 か月）で研修

を行うことができます。この自由選択期間（7 か月）において 1 年次に研修した科を再

度ローテートすることも可能ですし、将来の進路を加味した診療科研修（昭和大学の複

数協力病院であれば）も可能です。また、画像研修（放射線科）を選択すれば、全科に

またがる放射線診断をより系統的に学ぶことができますし、緩和ケア研修（緩和医療科）

では、当病院内に併設されている緩和ケア病棟にて、がん疼痛治療や心理社会的側面に

も目を向け、緩和ケアチームの一員として全人的な対応法を学ぶことができます。 

5） 病院長、プログラム責任者が定期的に面談を行い、到達目標を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

精神科
1年次

内　科 救　急 麻酔科 外　科

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

産婦人

科
小児科

地域

医療

救　急

（三次含
む）

2年次
選　択　科　目



昭和大学横浜市北部病院産婦人科/小児科プログラム 

 

平成 31年度   プログラム責任者： 坂 下 暁 子  

 

定員 4名 

 

 
 

1） 内科研修では、内科※、呼吸器センター、消化器センター、循環器センターから選択し、

2 か月×3 科の計 6 か月 ローテートします。 

※内科は総合診療を基礎とし、腎臓内科グループ、神経内科グループ、内分泌代謝グル

ープが含まれます（内科ローテートに関しては基本プログラムと同様）。 

2） 画像研修（放射線科）では、全科にまたがる放射線診断をより集中的かつ系統的に学ぶ

ことができます。 

3） 産婦人科・小児科研修は希望に沿って 1 か月単位で配分します。当院小児科はこどもセ

ンターとして運用されていますが、周産期医療に絡めて産科と連携することも多い診療

科です 

4） 外科、麻酔科から 1 科を選択し、1 か月研修します。外科は、呼吸器センター、消化器

センター、循環器センター、外科、こどもセンター外科から選択します。 

5） 選択科目については、研修協力病院の希望科にて任意の期間（1 か月～8 か月）で研修

を行うことができます。この自由選択期間（8 か月）において 1 年次に研修した科を再

度ローテートすることも可能ですし、将来の進路を加味した診療科研修（昭和大学の複

数協力病院であれば）も可能です。また、緩和ケア研修（緩和医療科）では、当病院内

に併設されている緩和ケア病棟にて、がん疼痛治療や心理社会的側面にも目を向け、緩

和ケアチームの一員として全人的な対応法を学ぶことができます。 

6） 病院長、プログラム責任者が定期的に面談を行い、到達目標を確認します。 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

精神科 放射線科
1年次

内　科 産婦人科・小児科 救　急

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

外科

/麻酔科

地域

医療

救　急

（三次含
む）

2年次
選　択　科　目



○ 研修条件 

 雇用期間：平成３1年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

 

 従事すべき業務の内容： 医師業務 

 １．指導医のもとに、担当医として主治医の指示する診療を行う。 

 ２．主治医が決定した診療計画に基づき、医学的に正しい診療を行う。 

 

 常勤・非常勤の別：常勤 

 

 勤務時間、始業・終業時刻及び休憩時間・所定外労働・休日勤務、宿日直の有無：  

１．１週の勤務時間：３７時間３０分 

       午前８時３０分～ 午後５時００分（うち休憩時間６０分） 

 ・業務上必要な時には、始業時刻・終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。 

 ・自己の為の勉強、学習、研究、図書閲覧等の活動は就労時間としての取扱いをしない。  

２．所定外労働・休日勤務の有無：有 

３．宿日直研修の有無：有 

 

 休 日：４週８休制、年末年始、本学の創立記念日、その他指定された日 

 

 休 暇: １．年次有給休暇：１年次１２日、２年次１２日  

    ２．その他の休暇：本学の就業規則による。 

 

 処 遇：１．研修手当 ３００，０００円 

     （時間外手当４０時間分、宿日直手当５回分を含む）  

    ２．住宅補助支給（規程に準じ、月額最高２４,０００円まで） 

    ※但し、本学の研修医宿舎入寮者に支給しない  

  ３．食事補助支給（月額３，５００円） 

    ４．通勤交通費支給しない 

    ５．賃金締切日 毎月末日 

    ６. 賃金支払日 毎月２５日（休日の場合はその前日） 



    ７．賃金支払方法 口座振込 

    ８．賃金控除費目 所得税、社会保険料、住民税（２年次） 

    ９．賞与 無 

 

宿 舎：１．研修医宿舎：２年間入寮可。要相談。  

    ２．家賃：月額１５，０００円。光熱水費は全額自己負担 

 

社会保険等： １．健康保険・年金：日本私立学校振興・共済事業団に加入する。 

       ２．労災保険：加入する。 

             ３．医師賠償責任保険：個人加入する。 

             ４．健康診断：定期健康診断を毎年実施する。 

 

 

 学会、研究会等への参加の可否： 

 日本国内に限り、研修管理委員会・プログラム委員会の許可があれば可とする。 

 

 留意点： 

 １．研修医は、各研修施設の医療安全管理体制に従う。 

 ２．評価表、その他の提出書類は定められた期限までに提出する。 

 ３．研修医の研修期間中のアルバイト診療は、禁止する。 

  発覚した場合は研修評価委員会において審議し、厳罰に処す。  

 ４．医師としての適性を欠く場合など臨床研修を継続することが困難であると認められる 

    場合には、研修評価委員会において審議する。 

 

社会情勢の急変（政情不安、自然災害等）、保険改正に伴う診療体制の見直し等、社会通念 上

やむを得ない事情により研修条件を変更する場合がある。 

研修条件の詳細につきましては変更になる場合がありますので詳細は昭和大学臨床研修

セ ンターのホームページ http://www.showa-u.ac.jp/PCTC/ をご参照下さい。 

http://www.showa-u.ac.jp/PCTC/


宿舎（北部寮） 

 横浜市北部病院西棟に連結して、宿舎が設置されています。 

（大雨でも、大雪でも問題ありません） 

この地域では格安の賃料で 2 年間使用が可能です。ここなら、いつでも文献を

取りに戻ったり、暫しの休息を取ることも可能です。 

 

 

  

個室ワンルーム 簡単な調理もできるユニットバス・トイレ付です 

渡り廊下をはさんで、病棟へ直結 

とても便利です 



○ 研修評価 

 

 

 

○ 病院見学、研修説明会 

 

 病院見学は、随時受付しています。 

    1 日単位の見学の方から、クリニカルクラークシップとして 4 週間の 

    実習を希望する方まで、幅広く受け入れています。 

   昭和大学医学部卒後臨床研修センターまたは北部病院管理課へ 

   連絡して下さい。 

 研修説明会 

 例年、6 月上旬に昭和大学附属 4 病院全体の説明会が開催されます。 

    その前後に、各附属病院主催の病院見学会や研修相談会などが開催 

 されます。 

 詳細は、研修センターおよび病院 HP に掲載されますので、そちらで 

 確認するか、直接研修センターまたは病院管理課へご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

入職時 各科研修中（1年次）
各科研修中（2年次）
昭和大学関連施設群

研修修了時

① OJTに対する形成的評価 毎日 ① 北部病院以外での研修 ① 研修レポート
臨床研修の
到達目標の
説明

②
評価ファイル
（ポートフォリオ）

③ 修了OSCE

④
以上を経て
修了認定

外科手技ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
（知識領域）
基本的臨床能力評価試験
（技能・態度領域）

④ 1年次　冬

②
地域医療研修
（北海道から沖縄まで
20数施設）

③
学会発表
（出張費支給あり）

④
必修科/選択科
　　　　　　　　　研修評価

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委員会での
研修状況評価

② 毎月

ﾛｰﾃ期間最後に指導医コメ
ディカル患者からの評価

③
ローテ
期間毎


