
横浜南共済病院 アクセス
横浜駅から追浜駅まで22分 京浜急行追浜駅徒歩7分



横浜南共済病院



病院 概要
国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院

理事長 松元 崇 院長 長岡章平

臨床研修管理委員長 髙橋健一副院長

病床数 565床

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、リウマチ膠原病内科、脳神経内科、
糖尿病代謝内科、腎臓内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、
脳神経外科、泌尿器科、形成美容外科、心臓血管外科、皮膚科、放射線科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、精神科、緩和支持療法科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、病理診断科、
麻酔科、救急科

患者数 入院 1日503.5人、外来 1日1,403.9人

職員数 1219人（医師188名、看護師637名、その他394名）

救急受診者（1日平均）42.1名 救急車搬送件数（年間）7,535件
分娩件数（年間）846件 手術件数（年間）7,007件
平均在院日数10.5日



病院機能

救命救急センター（3次救急）

神奈川県がん診療連携指定病院

日本医療機能評価機構 認定病院

神奈川県DMAT指定病院

災害拠点病院



救急外来



1年次ローテーション
•１年次

６ヵ月：内科、３ヵ月：救急、 ３ヵ月：選択
内科は２ヵ月ずつ３期間に分かれ、

循環器・腎臓高血圧・内分泌代謝
消化器・膠原病リウマチ
呼吸器・血液・脳神経

を同時に回ります。
１年次で内科全て回れるのが強み。

•１年次選択 小児科は２年次推奨。
外科、産婦人科、麻酔科、小児科 。



2年次ローテーション
• 2年次

地域医療1ヵ月、精神科1ヵ月、
外科・産婦人科・小児科のうち
1年次選択しなかった科必修。
⇒MAX10ヵ月自由選択可能！
希望者は宮古島と石垣島の
徳洲会病院で１ヶ月研修。

•選択科は１ヵ月前変更可能。

宮古島



循環器、腎臓高血圧、内分泌代謝 ２ヶ月

消化器、膠原病リウマチ内科 ２ヶ月

呼吸器、血液、脳神経内科 ２ヶ月

１年次（例）

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

内科 救急 選択必修

24週 12週 12週

２年次（例）

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

地域 精神
必修科および希望科

４週 ４週



経験できる手技

中心静脈穿刺

腰椎穿刺

脊椎麻酔

胸腔穿刺、腹腔穿刺

上部消化管内視鏡

気管支鏡

冠動脈撮影



ステップアップ チャンス

就職時研修 医療安全、感染対策

救急車同乗実習 １日看護体験

金曜日 朝 ジャーナルクラブ 論文抄読

夕 クリニカルカンファレンス 各科講義

CPC、院内集談会

1,2年次修了時 JAMEP基本的臨床能力評価試験

2年次修了時 研修医報告会 学会発表形式



当直

•業務内容：救急センターでの当直のみ

救急車対応 ＋ walk inの対応。

•研修医２人（1年目＋2年目）に、 救急当直、外科
当直、循環器当直、神経系当直スタッフの指導。

• 1st touchは全て研修医で診察。

• 1年次は4月とゴールデンウィークの当直業務なし。

まずは勤務に慣れてください。

•回数 1年次：3～4回／月 2年次：5～6回／月

•手当 1年次：21000円／回 2年次：41000円／回



勤務条件
給与（2020年度）

1年次 基本手当263,000円／月 当直手当21,000円／回

賞与（冬期）給与一ヶ月分

月4回当直で額面347,000円／月 寮利用手取27万程度

2年次 基本手当278,100円／月 当直手当41,000円／回

賞与（夏・冬）給与一ヶ月分2回／年

月6回当直で額面524,100円／月 寮利用手取り40万程度

勤務時間 8:30～17:15



勤務条件
外部研修活動 学会、研修会等への参加：可

交通費支給：聴講年１回、発表は何度でも支給

アルバイト 基本不可

社会保険、労働保険 雇用保険：あり
公的医療保険：政府管掌健康保険
公的年金保険：厚生年金
労働者災害補償保険の適用：あり

健康管理 健康診断：年２回

HBワクチン接種 無料

医師賠償責任保険 病院加入



勤務条件

研修医の病院内の個室 研修医室あり

研修医の宿舎 単身用宿舎あり

休暇
有給休暇 1年次10日、2年次11日
夏期休暇あり（1年次4日、2年次4日）
年末年始休暇あり（当直あり）

当直
1年次：3～4回／月、2年次：5～6回／月



研修医室



寮

平成24年完成

オートロック、宅配ボックス付き

2万円／月

7畳、トイレ・風呂別 洗面台別

駅徒歩15分、病院徒歩20分程度

⇒ 自転車で駅5分、病院7分

近くにコンビニ、

ショッピングセンター



クラブ活動
バドミントン

野球

サッカー

テニス

バスケットボール

水泳

ゴルフ

釣り

吹奏楽バンド

茶道

競技麻雀

●中途入退部可



研修医の出身大学
研修医 1年次12人 うち4人はたすき

2年次8人

●進路 当院、横浜市大、東京医科歯科、地元等



試験

•面接

病院志望理由等

• 適性検査

• 小論文



特色

プログラムの特徴 自由選択が多い。

内科全科回れる。⇒手技が多く学べる。

希望者は２年次にも単科で選択。

自分のペースで研修が出来る。

⇒土日は休み。

中央棟が建設され、設備が新しい。

寮も新しい。

上級医が優しい。



横浜南共済病院
病院規模と研修医人数が、ちょうど良い病院。

⇒経験できる手技が多い。

救急は症例が豊富。

忙しさは並程度。土日は原則休み。

病院スタッフは医師、コメディカル含め、

優しい人が多い。教育指導体制が充実。

寮がgood。全国から集まる。

中央棟堂々完成！



研修医の声

学んだこと

心： 温かい雰囲気

技： 腰椎穿刺

体： 健

無理なく働けます。

滋賀医科大卒



成長の実感

学んだこと

心： 思いやり

技： 抗菌薬の適正使用

体： 早寝早起き

琉球大卒



未来が見える

学んだこと

心： チーム医療の大切さ

技： 全身をくまなく診る

体： 自転車通勤

東京医科歯科大卒



熱い指導

学んだこと

心： 信頼と協力

技： 真皮縫合

体： 短時間睡眠

群馬大卒



力を発揮

学んだこと

心： 思いやり

技： ガウンテクニック

体： 早寝早起き

東京医科歯科大卒



医師の基盤

学んだこと

心： ONとOFF

技： 扁桃摘出術

体： 挨拶

横浜市立大卒



横浜南共済病院

ブックマークを、お願いします！

“南共済”で検索！

南共済サイト⇒


