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病院の概要

最先端・最高品質の急性期医療

 昭和５８年開院

 病床数：７１２床（結核５０床）
 医師数：２６０名（研修医含）
 初期研修医数：４５名（Ｈ31年度予定１・２年）
一般プログラム３７名 小児科プログラム４名

産婦人科プログラム１名 たすきがけ３名

〈Ｈ29年度 診療実績〉
 外来患者数：1,618名 / 日

 入院患者数：607.5名 / 日

 手術件数(合計)：7,504 件



診療科（30診療科）

総合内科,血液内科,

糖尿病・内分泌内科,

神経内科,呼吸器内科,

消化器内科,循環器内科,

腎臓内科,腫瘍内科

消化器外科,乳腺外科,

整形外科,形成外科,

脳神経外科,呼吸器外科,

心臓血管外科,皮膚科

泌尿器科,麻酔科,

頭頸部・耳鼻咽喉科

小児科,産婦人科,眼科,

歯科口腔外科

リハビリテーション科,

放射線科,救命救急科,

精神科,遺伝診療科

病理診断科



研修医1年目

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

1 総合内科 総合内科 放射線科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科

2 救急科 救急科 放射線科 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科 総合内科

3 麻酔科 麻酔科 麻酔科 総合内科 救急科 救急科 放射線科

4 救急科 救急科 消化器外科 消化器外科 放射線科 麻酔科 麻酔科

5 消化器外科 消化器外科 消化器外科 総合内科 放射線科 麻酔科 麻酔科 救急科

6 麻酔科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科 総合内科 救急科 救急科

7 消化器外科 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科 総合内科 救急科 救急科

8 放射線科 放射線科 消化器外科 消化器外科 総合内科 救急科 救急科 麻酔科

9 麻酔科 麻酔科 総合内科 救急科 救急科 放射線科 消化器外科

10 救急科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科 放射線科 総合内科

11 消化器外科 消化器外科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 放射線科

12 麻酔科 麻酔科 総合内科 放射線科 救急科 救急科 消化器外科 消化器外科

13 総合内科 放射線科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科

14 麻酔科 麻酔科 救急科 救急科 放射線科 消化器外科 消化器外科 総合内科

15 消化器外科 消化器外科 消化器外科 総合内科 放射線科 救急科 救急科 麻酔科

16 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科 総合内科 放射線科 救急科

17 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科 総合内科 放射線科 救急科 救急科

18 総合内科 総合内科 救急科 救急科 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科

20 総合内科 放射線科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科

21 放射線科 消化器外科 消化器外科 麻酔科 麻酔科 総合内科 救急科 救急科

22 放射線科 放射線科 総合内科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科

23 総合内科 総合内科 放射線科 救急科 救急科 麻酔科 麻酔科 消化器外科 消化器外科



研修医２年目
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 救急科 精神科 救急科 小児科 産婦人科
がんセンタ

ー
今井浜

2 麻酔科 精神科 産婦人科 今井浜
こども病院
泌尿器科

救急科

3 産婦人科 伊東市民 精神科 救急科 がんセンター

４ 産婦人科 小児科 伊東市民 精神科 放射線科 救急科

５ 産婦人科 精神科 伊東市民 救急科

６ 救急科 産婦人科 精神科 伊東市民 小児科
こども病院
麻酔科

放射線科

７ 産婦人科 救急科 小児科 佐久間 こころ
こども病院

内分泌代謝科

８ 伊東市民 産婦人科
こども病院

心臓血管外科
精神科 救急科

９ 小児科 静岡広野 産婦人科 救急科 産婦人科 精神科

１０ 放射線科 静岡広野 救急科 小児科
こども病院
小児外科

精神科

１１ 小児科
こども病院

アレルギー科
今井浜 こころ 救急科 産婦人科 がんセンター

１２ 小児科 こころ 産婦人科
こども病院

産科
救急科 伊東市民 産婦人科

１３ 救急科 がんセンター 救急科 産婦人科 こころ
こども病院

産科
今井浜 産婦人科

１４ 総合内科
こども病院

心臓血管外科
こども病院

心臓血管外科
こども病院
小児外科

今井浜 こころ 産婦人科 救急科

静岡県立こころの医療センター
（精神科）

静岡がんセンター
（内科、感染症）

静岡県立こども病院
（小児科・産婦人科）

静岡てんかん・神経医療センター
（てんかん）

地域医療 佐久間病院・山の上病院・伊豆今井浜病院・伊東市民病院
地域の診療所（約60施設）



同期が多い 研修の日常



研修生活の実際

給与

30～32万（時間別）

各種手当て

交通費上限7.5万

住居費上限3万

医局

1人1机完備

研修医ルーム

当直

1月あたり,３～4回

1回につき

約2万円＋1年次1万円

2年次1.5万円

宿舎

２箇所 約1万5千円

１ＤＫ

駐車場完備

研修生活

原則

8時30分～17時15分

自己研鑽

勉強活動

やりたいことはやらせても
らえる

診療科・部長のOKあれば

学会参加



病院見学のススメ

・交通費 上限５万円助成
・宿泊施設 研修生用の医師宿舎利用が可能

宿舎が満室の場合は、ホテル利用
・昼食費 1日につき1000円（院内レストラン利用のみ）
・一人あたりの見学回数上限ナシ
・実習の場合は、大学からの推薦状等が必要

○病院の研修・教育担当事務：
０５４－２４７－６１１１（病院代表）
教育研修部 山本（やまもと）・大下（おおした）まで
まずはホームページをチェック
http://www.shizuoka-phogh.jp/sogo/ 
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