地域の健康を守る
医師を目指して

卒後臨床研修医募集パンフレット

待遇
身

分：常勤医師

勤務時間：平

賞
宿

日：午前 8 時 30 分から午後 5 時まで

土曜日：午前 8 時 30 分から午後 12 時 30 分まで

休

日：日曜、祝祭日、第 2･4 土曜日、年末年始 6 日、夏期休暇 5 日、

給

与： 1 年 次：基本給 328,200 円 / 月

お盆休み 1 日、年次有給休暇、子の看護休暇 5 日、慶弔休暇、
生理休暇

2 年 次：基本給 378,200 円 / 月

〈手当て〉

家族手当：配偶者

研修手当 50,000 円 / 月

舎：病院近辺の住宅を法人契約し貸与の
形式をとる。

住宅手当てとして 26,000 円支給する。
保

超過分については自己負担

険：健康保険、厚生年金、労災保険、
雇用保険

医師賠償責任保険：病院として加入

研修手当 50,000 円 / 月

10,000 円 / 月など

与： 有り ( 年 2 回 )

学術活動：年 20 万円を上限に学会出張補助有り、
学術発表支援有り

通勤手当：公共交通機関定期乗車券相当額（上限 35,000 円まで）
副直研修手当：1 回につき
副直手当：1 回につき
勤続手当：2 年目より

10,000 円

15,000 円

5,000 円など

総合診療科の専門研修プログラムがあります！
〜 2019年
橋本 泰志 医師 【 2018
2020 年〜

当院にて卒後臨床研修
当院にて専門研修中

】

当院は比較的小規模な総合的機能を持つ病院であるからこそ、患者さんに寄り添った医療
を経験するということに長けています。外来から入院まで、患者さん一人一人とじっくり
向き合うことができる、充実した研修になると思います。忙しい時もありますが、さまざ
まな症例を通して楽しい時間を過ごしていると思います。

アクセス
アストラムライン・JR可部線 大町駅より徒歩約5分
中須バス停より 徒歩約3分
アストラムライン古市駅より 徒歩約5分
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病院機能評価認定

卒後臨床研修
評価機構認定病院

https://hiroshimairyo.or.jp/
〒731-0121 広島市安佐南区中須2丁目20-20
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見学実習の
ご来院お待ちして
おります！
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TEL. 082-879-1111（代） FAX. 082-879-6964
E-mail. medi-wing@hiroshimairyo.or.jp
広島共立病院
ホームページ

見学実習申し込み
フォーム

広島共立病院での卒後臨床研修
急性期から人生の最終段階まで
患者さんに寄り添う医療
急性期医療からリハビリテーション、緩和ケアまで行う一般急性期
病院です。入院から退院後のフォロー、訪問診療など、患者さん
に寄り添った視点の医療を学ぶことができます。救急車を年間約
1800 件受入れており、救急症例を多く診ることが可能です。

患者さんの社会的背景と医療
病気そのものだけでなく、患者さんの家族の状況や住まい、生活環境
など、生活背景、社会的背景に着眼できる力を養います。一人一人
に合った医療を提供し、地域全体の健康づくりの推進、地域医療の
支え方などを実践的に体得していきます。

地域医療の実践
病院の他に診療所や福祉介護事業を運営しています。
それらの事業所と連携し、患者さんの自宅訪問などを行っています。
医療から介護まで、総合的・継続的、そして全人的に対応する力を
養います。

個々に応じた研修実践
年間３名の研修医定数であり、１科に１名の研修を行っています。
そのため指導医からきめ細やかな指導をうけることができ、質問や
相談等もしやすい環境にあります。
定期的に研修報告の会議や個人面談等、進捗確認・相談の機会もあり、
個々のペースや挑戦意欲に合わせて研修ができます。

【

１日のスケジュール例（消化器内科研修の場合）
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広島共立病院は、急性期から回復期医療・リハビリテーション・緩和ケ
ア・ヘルスプロモーションを展開する 186 床の地域密着多機能病院です。
広島市のベッドタウンとして人口急増中の当地域に救急病院が必要だ
と、地域住民が力を合わせて 1977 年に開設し、2014 年には現在地に
新築移転しました。現在も安佐南区内には総合的な病院は当院しかなく、
救急隊からの要請、開業医からの紹介等を積極的に受け入れ、地域医療
の中核を担っています。また、在宅医療を支援する地域包括ケア病棟も
あり、地域包括ケアシステムの後方支援の役割も果たしています。
当院の理念は「患者の人権を守り、安全・安心で信頼される医療を実践
します」です。社会的な背景にも目を向け、患者さんと共に医療を営み、
無差別・平等の医療を実践しています。
研修では、多様な疾患の急性期治療から自宅に帰るまでの一連の過程を
広島共立病院

村田 裕彦

院長

幅広く経験でき、日常臨床でよく用いられる超音波や内視鏡検査等も習
熟できます。病院全体で研修指導を行う雰囲気があり、他科の医師や他
職種からも様々な事が教えてもらえます。広島共立病院では、多くの患
者さんを診て、多くの検査を経験する研修を実践していますので、ぜひ
一度見学においで下さい。

理念

患者の人権を守り、安全・安心で信頼される医療を実践します

基本方針

概要

1. 無差別平等で質の高い医療を提供します。
2. 患者第一を貫き、患者・住民との共同の営みの医療をおこないます。
3. ヘルスプロモーション活動で、患者・職員・地域の健康状態を改善します。
4. 地域での保健・医療・福祉のネットワークづくりを推進します。
5. 職員教育を重視し、いきいきと成長する専門職を育てます。
6. 平和な社会をめざし、社会保障を守り発展させる活動を強めます。

設立

1977 年

病床数

186 床

職員数

518 名

医師数

37 名

診療科目

臨床における倫理方針
1. 医療福祉生協いのちの章典を実践します。
･知る権利、自己決定権、プライバシーに関する権利、学習権、
受療権を尊重します。
･医療従事者と患者で、共同の営みの医療を実践します。
2. インフォームド･コンセントを徹底して行います。
･わかりやすい平易な言葉を用いて納得のいくまで説明し
ます。
･セカンド･オピニオンを含めた意思表示を尊重します。
3. 個人情報を保護します。
･ 常的に扱う診療情報は、高度な個人情報であることを認識
します。
･自己情報コントロール権を尊重し、診療情報を積極的に共有
します。

（2022 年 4 月 1 日現在）

4. その人らしく生きるための支援をします。
･生き生きと豊かに生活できることを目標に援助します。
･終末期医療における治療の差し控えや中止は、法令を
遵守し慎重に判断します。
5. 問題の解決にあたっては集団的に検討します。
･医学的適応、患者の意向、生活の質、周囲の状況をチー
ムで分析します。
･各部署での対応が困難な場合は、臨床倫理委員会で
最善の解決策を検討します。
6. 臨床研究は患者の利益を最優先して行います。
･新薬の治験は、第三者を含めた治験審査委員会の審査
を受けます。
･倫理的に検討を要する新しい手法の導入は、生協倫理
委員会の審査を受けます。

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器
内科・糖尿病内科・内視鏡内科・脳神経
内科・小児科・外科・心臓血管外科・消
化器外科・乳腺外科・内視鏡外科・肛門
外 科・整 形 外 科・脳 神 経 外 科・精 神 科・
皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻
いんこう科・リハビリテーション科・麻
酔科・放射線科・病理診断科 健診・被爆
者外来・禁煙支援外来・緩和ケア内科

日本医療機能評価機構認定病院
NPO 法人卒後臨床研修評価機構認定病院
ISO9001 認証取得全日本民主医療機関連
合会加盟

広島共立病院だからできる学びがあります
二次救急病院で
あるため
症例が豊富です

地域研修で
在宅診療が
できます

エコーや内視鏡
などの手技の習得を
目指します

2021 年度入職研修医

地域の住民との
健康づくりに
取り組みます

2022 年度入職研修医

研修指導医のもと、基本手技やカルテ記載など
基本的なことからしっかりサポートします

研修指導医体制

年間研修スケジュール例
4月
１年次

2 年次

5月

6月

内科・導入期
地域医療

産婦人科

※広島赤十字・
原爆病院

【院内研修委員会（月1 回）】

研修医からの研修報告、指導医・看護部・
技術部からのフィードバック、研修医か
らの意見、要望をヒアリングして、研修
プログラムを検討

【研修管理委員会（年 3 回）】
協力病院からの出席
事前に要望や検討事項など確認

7月

8月

9月

消化器

11 月

（内科）

救急・麻酔
（内科）

10 月

糖尿病・消化器
精神科

※児玉病院

12 月

1月

脳外科

小児科

※梶川病院

外科

【研修医会（月1 回）
】

他の広島民医連研修病院との合同研修

【副直研修】

1 年目：救急医療の当直を指導医の監督の
もと経験
（別途手当あり）
2 年目：救急医療の当番・当直を担当
指導医監督のもと、自分で考え、
診療（別途手当あり）

【その他中四国地方民医連病院とのカンファレンス・全国研修等あり】
研修協力病院・施設
医療法人翠清会梶川病院（脳外科研修）
医療法人社団仁和会児玉病院（精神科研修）
広島赤十字・原爆病院（産婦人科研修）
福山医療生協城北診療所（地域研修）

広島中央保健生活協同組合福島生協病院（内科研修）
広島大学病院（救急研修）
広島医療生活協同組合あすなろ生協診療所（地域研修）
広島医療生活協同組合津田診療所（地域研修）

2月

3月

（内科）

呼吸器・循環器

選択科

研修医レポート

鷹屋 桃子 医師

【佐賀大学 2020 年卒】

広島共立病院は小規模ではありますが、その分研修医も少
人数でそれぞれのペースで研修をすすめることができます。
救急外来でのファーストタッチから入院中の治療、退院ま
での一連の流れをみることが出来ます。まずは見学だけで
もお越しください。お待ちしております。

Q
A

Q
A
Q
A
Q
A

2 年間の卒後臨床研修について教えてください。
1 年目は院内で主に内科研修を中心に行います。
基本的な疾患や診療をじっくりと学ぶことが出
来、救急対応についてもこの期間でしっかりと
経験していきます。1年目の研修内容は将来どの
診療科を選ぶにあたっても必要となっていく部
分です。2 年目は外科研修や選択研修、地域医
療研修などの院外の研修が主になります。それ
までとは異なる環境の中での研修となりますが、
院外で関わっていく先生やスタッフの方々も非
常に丁寧に教えてくださいますし、違う視点で
医療をみることも経験できます。

平均何人くらいの患者さんを担当しますか
科にもよりますが平均３〜７人前後です

Q
A

Q
A

当直（研修医は副直）は月何日くらいありますか
最大で週に 1 回までです
指導医に相談や質問はしやすいですか？
時間を取ってご指導してくださる先生が多く、
質問もしやすいと思います。

Q
A

見学実習に行った時の見どころを教えてください。
研修医同行をして、所見をとったりお話したりす
ると、疾患 に 患者 さんというイメージが加わっ
てくると思います。見どころとしては地域医療と
して訪問診療に同行したり、地域での班会活動な
どに参加したりしてみて下さい。医療が病院のみ
で完結しているわけではない、地域・生活に根差
していることを実感頂ければと思います。救急外
来は日によって忙しさが異なるので何度か見学に
来た方がよりイメージしやすいかもしれません。
内視鏡検査や手術の見学も行っているのである程
度志望科が決まっている場合は希望してみてもい
いですね。

他職種の職員との関わりは多くありますか？
一人の患者さんに対して多くの職員が関わって
きますので当然他の職種との関わりはあります。
職種それぞれに得意な専門分野がありますので、
指導医と同様に分からないことがあった時に聞
きに行くと快く教えて頂けますよ。

働きやすい環境ですか？
休みもとりやすく、各自のキャパシティーに応
じて業務量も調整してもらえるのでよい環境だ
と思います。病院周辺は住宅街で穏やかですが、
スーパーやショッピングモールも近くにあるの
で生活しやすい環境です。また、駅にも近いの
で広島市中心部へのアクセスは非常に良いです。

研修指導医からメッセージ

プログラム責任者
内科部長
沼田診療所所長

西原 一樹

医師

広島共立病院は地域に密着した医療を提供し
ています。専門に特化した大病院とは異なり、
一般的な地域の救急疾患を受け入れ、治療す
るだけではなくて、患者の背景を大切にして
きちんと在宅に戻ってもらうまで責任持って
対応することを心がけています。卒後臨床研
修は特に医師としての姿勢を養う時期です。
病気を治すだけではなく患者に寄り添った医
療を実感できる研修を追及しています。ぜひ
「地域医療」を目指す研修医をお待ちしてい
ます。

研修指導医
内科

ウォン トー ユン
医師

広島共立病院は広島県内で初めてJCEP（卒後
臨床研修評価機構認定）
を受けている病院です。
地域医療を支える中小規模病院として、プラ
イマリーケア・common diseaseの診療に力を
入れております。専門研修前の基礎作りのた
めに研修プログラムを組んでいますが、個別
対応もある程度可能です。研修医の各面をサ
ポートする環境を提供しながら、しっかりと
指導させて頂きます。また、意欲のある研修
医に、学会発表などの学術的指導も行ってお
ります。気軽に見学に来てください。

