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埼玉医科大学国際医療センター概要

がん・心臓病・脳卒中を含む救急医療に強み

病床数 ７００ 床

ICU/HCU ９６ 床

医師数 ３０２ 名

シニアレジデント ８ 名

専攻医 ５２ 名

初期研修医 ９ 名

１日平均入院患者数 ６３２．９人

１日平均外来患者数 ７３５．９人

※通院化学療法を含む



埼玉医科大学国際医療センター

・圧倒的な症例数

・長期的な視点でのキャリア形成

・医療者としてスタートの場として

での初期研修のメリット



手術名 主な診療科 手術件数 全国順位 関東順位

脳動脈瘤治療
脳卒中外科
脳血管内治療科

319 2 1

子宮・卵巣がん手術 婦人科腫瘍科 337 2 2

大腸がん内視鏡治療 消化器病センター 257 3 3

大腸がん手術 消化器病センター 451 4 2

がん薬物療法治験 包括的がんセンター 185 6 5

胃がん手術 消化器病センター 199 7 4

がん放射線治療 放射線腫瘍科 1349 7 5

心臓手術
心臓血管外科
小児心臓外科

542 10 5

胃がん内視鏡治療 消化器病センター 238 10 6

前立腺がん治療 泌尿器腫瘍科 260 10 9

頭頸部がん手術 頭頸部腫瘍科 217 12 7

腎がん手術 泌尿器腫瘍科 84 14 7

乳がん手術 乳腺腫瘍科 449 15 9

肝胆膵がん手術 消化器病センター 208 16 8

ペースメーカー治療 不整脈科 60 18 6

食道がん手術 消化器病センター 60 19 10

肺がん手術 呼吸器外科 207 22 10

食道がん内視鏡治療 消化器病センター 68 28 16

脳腫瘍手術 脳脊髄腫瘍科 114 32 11

心カテーテル治療
心臓内科
小児心臓科

601 49 19

心筋焼灼術
不整脈科
小児心臓科

301 66 24

埼玉医大国際医療センター 代表的な症例数



埼玉県における埼玉医科大学の立地

埼玉医大国際医療センター

埼玉医大病院秩父市

埼玉医大
総合医療センター

“埼玉西部地区の、地域医療から高度医療まで”



長期的な視点でのキャリア形成

・専門医取得で終わらないキャリア形成

・国内および海外への留学

・学位取得

・基礎的研究

1ヶ月間の
海外留学

主な留学先：

・Cleveland Clinic ・University of Hawaii

・University of Washington

・MD. Anderson Cancer Center ・University Avenue Toronto



質の高い正しい医療の習慣をつける



大学関連病院では
全国29施設のみ認証

研修病院としての
質の高さが

実証されました。

卒後臨床研修評価機構から



埼玉医大国際医療センターでの初期研修

を充実させるために準備してきたこと。

（2020年度からの医師臨床研修ガイドラインの変更に対応して）

研修義務となる診療科への対応

一般外来研修への対応

研修の質のさらなる向上



• 埼玉医科大学病院

• 埼玉医科大学

総合医療センター

• 国立病院機構埼玉病院

• さいたま市立病院

• 熊谷総合病院

• 新久喜総合病院

• 西埼玉中央病院

多くの協力型臨床研修病院で
（たすき）研修が可能

• 小川赤十字病院

• 行田総合病院

• 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

（申請中）

• 相澤病院(長野県松本市)

• 横浜市立市民病院

• 足利赤十字病院

• 立川綜合病院(新潟県長岡市)

• 太田記念病院（群馬県太田市）（申請中）

赤字は県外病院



多くの地域医療研修可能な臨床研修協力施設

• たんぽぽクリニック(愛媛)

• 宮古島徳洲会病院(沖縄)

• 埼玉よりい病院
• ゆずの木台ｸﾘﾆｯｸ
• 坂戸中央病院
• 原田病院
• ｼｬﾛｰﾑ病院
• 瀬戸病院
• 葵クリニック

• 埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ
• 岡村記念ｸﾘﾆｯｸ
• 秩父病院
• 秩父市立病院
• 丸山記念総合病院
• HAPPINESS館ｸﾘﾆｯｸ

埼玉県



質の改善のため何をしてきたか

１）指導体制の整備
指導医・指導者のqualification
指導医・指導者の評価システムの確立

２）プログラムの確実な履修の担保
（良い加減、ではない研修の徹底）



モニタリング・評価・フィードバックのさらなる充実

研修医

指導者
（看護師等）

診療科
プログラム

自己評価

指導医

研修管理委員長
プログラム責任者

卒後研修運営部会

研修医長

患者

研修管理委員会



・EPOC 2に沿って、到達が難しそうなところは
早めにチェック

・各科で、
何が経験・勉強できるか、
何を学びたいか、

最初に研修医長と相談

オリエンテーション報告書

研修医長による報告書



たんぽぽクリニック（愛媛県）

在宅診療、地域医療で有名な施設です
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宮古島徳洲会病院（沖縄県）

人気No.1研修先！

自分の外来を持ったり、訪問診療など
なんでも経験します！
仕事に遊びに全力な1ヶ月間のため
国際医療センターの研修よりハードという声も…



3病院自由選択プログラム １２名

臨床研修プログラムと定員

研究マインド育成自由選択プログラム ２名

特設外科系プログラム ２名



オリエンテーション
2021年度は約7日間実施！
今年は「国際シミュレーションセンター」
として実技実習を1日かけて行いました



診療科での研修

全ての診療科で指導医・上級医
による熱心な指導が受けられま
す！

医師数：302名
指導医：129名 (2021年4月現在)



ランチョンセミナー

• 国際医療センターの医師やコメディカル等

が中心に講義

• 年間40回程度開催

• 質問をする研修医も多く、活発なセミナー！

基礎知識をはじめ、専門的な内容まで、

臨床を離れても学習できる環境が整っています！

毎週水曜日 12：00～



REFLESH

 リハビリテーションセンターが開放

され、ジムとして使用できます

 テニスコートも利用可能！

STARBUCKS COFFE
LAWSON（24H OPEN）



埼玉医科大学国際医療センター

病院見学実施中！

7/1より募集開始！
詳しくは当院HPへ

1回目：2021年7月31日（土）AM

2回目：2021年8月21日（土）AM

3回目：2021年9月 4 日（土）AM

面接試験のみ

採用試験日程



・恵まれた症例

・恵まれた環境

・恵まれたスタッフ

国際医療センターで待っています。


