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■ 沿革 

川崎病院は、1936年、川崎グループ(川崎重工、川崎製鉄、川崎汽船)の企業
病院として開設された後、1950年に医療法人として独立し、兵庫県下でも代
表的な総合病院として、地域医療に貢献し、多数の救急患者も受け入れてい
ます。 



■ 神戸市の中心地三宮より15分 

  交通至便の地 

■ 病院全景 

■ 所在地 



■ 2013年12月新棟建替完了 



■ 病院概要 

病床数   
    一般278床 (うち人間ドック5床) 

職員数   
    451名 

診療科 

内科  循環器内科 
 
糖尿病内分泌内科 腎臓内科 
 
血液腫瘍内科 消化器内科    
 
外科  整形外科 
 
耳鼻咽喉科  眼科 
 
形成外科  皮膚科 
 
泌尿器科  婦人科 
 
歯科口腔外科 放射線科 
 
麻酔科  肛門外科 
 
救急科  総合診療科 
  ■ 財団法人日本医療機能評価機構認定病院(一般200床以上500床未満) 

付属施設 主要機器 

 心臓血管病センター 

 64列マルチスライスCT 

 人工透析室 

 MRI 

 内視鏡室 

 RIシンチ 

 リハビリ室 

 アンギオ撮影装置 

 健診センター 

 マンモグラフィ 

 患者支援センター 

 HCU 



■ 研修の内容 プログラム番号:030925201   プログラム名:川崎病院臨床研修プログラム 

目的 
軽症の感染症や生活習慣病から、重症で死に至る可能性がある病気、例えば悪性腫瘍、重症炎

症性疾患、狭心症や心筋梗塞、腎不全などの日常よく遭遇する疾患の患者を数多く経験するこ

とによって、患者及びその家族から信頼される幅広い知識と病者への共感をもてる医師の育成

を目的とする。 

特徴 
一般研修に加えて、循環器、消化器、糖尿病、腎透析の専門研修も並行して出来る。また、地 

域に密着した中規模病院であり、風通しの良い組織の中で、プライマリケアの力をつけること

が出来る。  

その他 
研修医/指導医評価方法 --------------------- 研修医手帳 

外来研修 ----------------------------------- 無し 

当直体制 ----------------------------------- 二次救急日を中心に、当直医（指導医）と
         共に副直医として当直研修を実施する 
研修医担当患者数 --------------------------- 10-15例程度 

臨床研修指定病院(基幹型/協力型) 
  

       ～マッチング参加～ 



内科 
 顧 問  市原 紀久雄(糖尿病)  51年 (臨床経験) 
 院 長  中村 正   36年 
 副院長  大塚 章人(糖尿病)  33年 
 診療部長 飯田 正人(血液)  36年 
 部 長  粕本 博臣(腎臓)  16年 
 
消化器内科 
 顧 問  多田 秀敏   47年 
 部 長  前田 哲男   28年 
 部 長  野村 祐介   21年  
 
循環器内科（救急部門/心臓血管病センター）  
 部 長  丸山 貴生   29年 
 部 長  西堀 祥晴   22年 
 部 長  藤田 幸一   18年 
 部 長  高田 昌紀   17年 
 
外科  
 副院長  藤川 正博   36年 
 部 長  木村 聡宏   24年 
 
麻酔科  
 部 長  児玉 俊一   23年 
 
総合診療科 
   部 長  松田 守弘   23年 
 
 

■ 指導医 



 
 
  
  
 2年生  神戸大 
 1年生  兵庫医大 産業医大 
  
 
 
          
 

■ 平成２９年度在籍中の研修医出身大学 



■ 研修スケジュール  

協力病院/施設 
   

精神科：医療法人尚生会 湊川病院 産婦人科：医療法人社団吉徳会あさぎり病院  
  神戸市兵庫区湊川町3-13-20  明石市朝霧台1120-2  

         

小児科：医療法人社団純心会 パルモア病院 地域医療：医療法人博愛会頴田病院 
  神戸市中央区北長挟通4-7-20  福岡県飯塚市口原1061-1 

※選択科目は、一般内科・消化器内科・循環器科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・形成外科・眼科・麻酔科の中から選択 

臨床研修指定病院(基幹型/協力型) 
  

       ～マッチング参加～ 

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

1年目 

2年目 

地域医療： 

医療法人 

博愛会 
頴田病院 

 

小児科： 

医療法人 

パルモア 

病院 

産婦人科： 

医療法人 

あさぎり 
病院 

精神科： 

医療法人 
尚生会 
湊川病院 

内科：医療法人川崎病院 外科：医療法人川崎病院 救急部門：医療法人川崎病院 

選択科目：医療法人川崎病院 

かいた 



現在の日本は超高齢化社会に向けてまっしぐらです。今の初期研修医世代が独り立ちする頃は
現状とかなり違った医療が要求されるかもしれません。 

川崎病院では、すでに超高齢社会に入っている地方での医療を経験していただくように、この度
「地域医療」の研修施設を変更しました。 

研修病院は現在農村部で家庭医による地域医療に
活発に取り組んでいる福岡県飯塚市の頴田病院です。
高齢者の多い都市近郊のこの病院で、10年・20年後
の神戸市など都会の近郊でも繰り広げられるであろう
医療を是非体験して下さい。 

医療法人博愛会 頴田病院 
http://www.kaita-hospital.jp/ 

■「地域医療」研修施設の変更について  



■  Activity 

    患者数 
 

   外来 1日平均 645.7名 * H28年度実績  
   

   入院 1日平均 222.3名 * H28年度実績   

各科の症例数 その他の実績数 （H28年度実績） （H28年度実績） 

診療科 外来 入院 

内科 54,532件  43,987件  

循環器内科 14,723件  10,443件  

外科 9,717件  10,108件  

整形外科 14,637件  10,442件  

リハビリ 9,502件  

皮膚科 7,458件  

泌尿器科 3,769件  

婦人科 2,017件  

眼科 14,920件  1,486件  

耳鼻咽喉科 7,346件  493件  

歯科口腔外科 13,605件  227件  

人工透析 16,196件  1,762件  

形成外科 5,922件  2,183件  

174,344件  81,131件  

その他主要数値  （H28年度実績） 

紹介率  47.5%             救急車受入件数 2,728 (うち時間外1,531) 
逆紹介率   78.2%  平均在院日数  15.2日 
 

    

上部消化管内視鏡検査総数 4,841件  

ESD 56件  

上部消化管出血止血術 40件  

下部消化管内視鏡 1,182件  

ERCP 184件  

内視鏡的総胆管結石治療 84件  

ポリペク・EMR 370件  

経皮的冠動脈形成術(PCI) 290件  

冠動脈CT 371件  

心筋シンチ 499件  

心エコー 2,394件  

ペースメーカー植込み術 33件  

悪性腫瘍手術 112件  



■ 学会認定教育・研修施設  

日本内科学会認定医制度教育病院 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本消化管学会暫定指導施設 

日本大腸肛門病学会関連施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本肥満学会認定肥満症専門病院 

日本動脈硬化学会専門医教育病院 

日本血液学会認定医研修施設 

日本血液学会認定血液研修施設 

日本循環器専門医研修施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 

日本透析医学会教育関連施設 

日本外科学会認定医制度修練施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本胆道学会指導施設 

日本乳癌学会関連施設 

日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 

日本手外科学会研修施設 

日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本形成外科学会認定教育関連施設 

日本病理学会研修登録施設 

日本心血管インターベンション治療学会研修
関連施設 

日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士実地
修練認定教育施設 

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会マン
モグラフィ検診施設画像認定施設 

日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能
評価認定施設 



■ 研修にかかる行事  

内科症例検討会 
 

内科抄読会 
 

循環器症例検討会 
 

循環器抄読会 
 

内視鏡検討会 
 

外科症例検討会 
 

整形外科症例検討会 
 

早朝研修医ミニレクチャー 

毎週  

院内学術集会  

毎月 

2ヶ月毎 
   臨床病理検討会（CPC） 
 

   X線画像検討会（兵庫区医師会共催） 

 



■ 処遇  

応募資格： 医師免許取得(予定)者  
採用予定人数： 3名 

身分：  常勤嘱託職員 

給与：  年額 約540万円(1年目) 約620万円(2年目)（平成29年度見込） 

 
保険：  雇用保険 労災保険 
     川崎重工業健康保険組合 病院厚生年金基金 
     医師賠償責任保険に加入 
 

勤務時間： 当院職員に準ずる 
       平日  8：30-17：00 
  土曜日 8：30-12：40（第2・4週休み） 
  日曜・祝日休み 
 

休暇：  有給休暇（1年次・2年次）各10日 
  （採用日から6ヶ月後有給休暇を付与） 
  夏期休暇・有、年末年始・有 



■ 連絡先 

〒652-0042 
神戸市兵庫区東山町3-3-1 
TEL 078-511-3131 
FAX 078-511-3637 
 
 研修医教育室長 兼 総合診療科部長 
  松田 守弘（まつだ もりひろ） 
  e-mail:  
     matuda_morihiro@kawasaki-hospital-kobe.or.jp 
 

  病院ホームページ  
   http://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp 



■ 顧問(前理事長)からのコメント 

数多くの患者さんを経験し、信頼される医師になろう！  

新研修医制度には大きな期待を持っています。 
一般的に患者様の95％までは誰でも知っている病名です。医師になって最初にこれらの病気の
多い地域の病院で研修することは、今後医師としてキャリーアップを志す諸君には当を得た選
択です。まず、ありふれた病気について習熟し、より専門的医療を目指すことは良医の育成へ
の近道でしょう。川崎病院ではいわゆる common disease から重症で死に至る可能性が高いけ
れども特に珍しいというわけではない病気、例えば多くの悪性腫瘍、重症炎症性疾患、狭心症
や心筋梗塞、腎不全、糖尿病などの患者さんを数多く経験できます。指導医も教育熱心ですの
で、充分な成果が期待できます。しかし、重要なことは科学者の側面を持つ医師として疾患を
経験するだけでなく、医療者として他の職種と協調して病める人々の力になり、心と身体の健
康を取り戻す手助けをすることです。当院では他の医療職と協力して全人医療holistic  
medicine を目指します。また、どんなにすばらしい高度の医療を目指しても、患者さんの苦痛
や損傷をもたらしてはなりません。川崎病院は良質の医療を追求していますが、その中で最も
重要な要素は「安全」であると考えています。当院は中規模の病院ですから、医師同士ともコ
メディカルとも風通しがよいので、泥臭いけれども、家族的な雰囲気の中で、ストレスなく研
修することができます。どうか当院で研修して患者様から「信頼」される医師になっていただ
きたいと切望いたします。  

常勤顧問 市原紀久雄 大阪大学医学部卒業 
 

           日本内科学会認定医・指導医 
 

           日本糖尿病学会専門医・指導医 



■ プログラム責任者からのコメント 

いわゆる軽症のCommon Diseaseから、重症で死にいたる可能性がある病気、たとえば悪性腫瘍、重
症炎症性疾患、狭心症や心筋梗塞、腎不全、糖尿病などの患者を数多く経験することによって、患者
及びその家族から信頼される医師の育成を目的とする。１年目は原則として内科、救急部門（循環器）、
外科を研修し、医師としての基礎固めを行い、2年目は、循環器、消化器、糖尿病、腎透析などのより
専門的な研修を選択できる。また、地域に密着した中規模病院なので、家族的な雰囲気の中で、プライ
マリ・ケアの力を身につけることができる。 

 

院長  中村 正  日本医科大学卒業 
  日本内科学会認定医・指導医 
  日本医師会認定産業医 
  大阪大学大学院内分泌代謝内科特任講師（非常勤） 



■ 内科指導医からのコメント 

川崎病院の内科では、呼吸器、消化器、消化管、内分泌代謝、腎疾患、血液疾患の診療を中心
におこない、2次救急病院として救急患者の診療にもあたっております。経験できる疾患はバラ
エティーに富み、各領域の専門スタッフが直接丁寧に指導しています。1年目は、病棟患者及び
救急患者の主治医として診察・診療中心に研修し、2年目以降は、内視鏡や超音波などの手技的
経験を積むことになります。毎週水曜日の内科カンファレンスでは、入院患者の治療方針を全
内科医でディスカッションし、隔月にはCPCも行っています。当院での研修は内科疾患を幅広く
経験することが可能で、1年目、2年目の初期研修には最適と考えております。  

診療部長  飯田 正人  川崎医科大学卒業 
内科総括部長 日本内科学会認定医・総合専門医・指導医 
  日本血液学会専門医・指導医 
  がん治療暫定教育医 



外科では、消化管、肝胆膵などの消化器疾患を中心に、ヘルニアや肛門疾患、乳腺・内分泌疾
患のほか、気胸など一部の呼吸器の疾患の診療、手術を行っています。研修1年目の3か月間は、
入院患者の担当医となり、第二助手として手術に参加します。通常、週3日の予定手術のほか、
急性虫垂炎、消化管穿孔などの救急手術にも参加していただきます。また、指導医のもとで担
当患者の術前術後管理を行うほか、TPNなどの栄養管理法や切開、縫合、穿刺などの基本的手技
を習得します。気管内挿管などは手術患者の麻酔導入時に麻酔医より指導を受けます。2年目に
外科を選択すれば、指導医とともにヘルニア、胆石症などの主治医となり、基本的な外科手術
手技を習得していただきます。消化器・一般外科の多彩な疾患・手技を経験、習得することが
でき、充実した初期研修となることでしょう。 

副院長  藤川 正博  大阪大学医学部卒業 
外科総括部長 日本外科学会専門医・指導医 
  日本消化器外科学会専門医・指導医 
  日本乳癌学会認定医 
  日本内視鏡外科学会技術認定医  

■ 外科指導医からのコメント 



当科では神戸市循環器救急輪番病院の一つとして、心臓センターで24時間対応の循環器診療を
行っています。急性心筋梗塞や不安定狭心症などの虚血性心疾患、急性心不全、重症不整脈等
の循環器急性疾患が主な対象です。心臓血管センターの病床数は一般35床で、HCU4床、血管撮
影室、救急処置室、心エコー室、心臓リハビリ室を併設し一体的に効率よく運用しています。
スタッフは循環器専任医5名、内科兼任医1名、研修医1名の構成です。当科では救急医療研修を
担当しており、循環器疾患を中心とした救急診療の指導も行っています。具体的には、循環器
急性疾患の初期心電図診断から、緊急心臓カテーテル検査、PCI治療、大動脈バルーンパンピン
グの管理、スワンガンツカテーテルの挿入管理、一時的ペーシング治療、恒久型ペースメー
カー植込術の手術管理などを研修課題として習得できるよう指導しています。また、基礎的な
心電図診断やトレッドミル運動負荷心電図検査、ホルター心電図解析などができるように定期
的な勉強会を行っています。その他の検査としては、心臓超音波検査、心筋シンチのほか、64
列マルチスライスCTを用いた非侵襲的冠動脈評価など、多様な検査法が研修可能な充実した体
制をとっています。循環器領域に興味のある方はぜひ研修に来てください。 

循環器科部長 丸山 貴生  大阪大学医学部卒業 
  日本内科学会認定医 
  日本循環器学会認定専門医 

■ 救急部門(循環器科)指導医からのコメント 


