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１．川崎病院の概要
沿革
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1936年（昭和11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、その後、1950年（昭和25年）医療法人として独立して、優れた医療陣と充実

した設備によって地域医療に欠かせぬ存在となり、現在では、兵庫県下での代表的な

総合病院となっています。

場所は異人館やハーバーランドにほど近く、美しい神戸の街と海を望む高台。

しかも、神戸市の中心地・三宮まで15分という交通至便の地。

―――― 川崎病院は、静かな環境と便利さを兼ね備えたところに立地しています。

1998年（平成10年）には南館（現 東館）を完成、高度医療機器を導入して「急性期医療」体制を充実させ、さらに人間ドックをはじめと

する「予防医学」にも力を注ぎ、21世紀の真にあるべき医療と看護の姿を追求しています。

2008年（平成18年）4月、当院は、財団法人日本医療機能評価機構より地域の医療において

基幹的・中心的役割を担う病院に与えられる機構の定める基準（一般病院種別B）を

達成していると認定を受けています。

（平成26年3月には「一般病院2」を達成していると認定されました）

医療の質の更なる工場を目指して2011年よりスタートした新棟建設工事も2013年1月に

完了しました。（2013年末には駐車場工事も完了いたしました）



１．川崎病院の概要
医療理念・患者様の権利
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■基本方針

1. 地域の人々の疾病の治療と健康の維持に、他の医療機関と

連携し貢献します。

2. 患者さんの権利と尊厳を尊重し、病状と治療方針を充分に

説明し、理解していただくよう努めます。また、患者さん

の個人情報は決して第三者に漏らすことはありません。

3. 患者さんが心地よく治療に専念できるように患者サービス

に努力します。

4. 医療人としての使命感を持ち、より高い知識と技術の習得

に努力し、安全で高度な医療を提供します。

5. 働きがいのある職場環境を形成します。

■患者様の権利

1. 良質で適切な治療を受ける権利。

2. 医療上の情報の説明を受ける権利

3. セカンドオピニオンを受ける権利

4. 人格を尊重され治療を自己決定する権利

5. プライバシーを尊重される権利

6. 尊厳を擁護される権利

すべての患者様が等しく、上記の権利を行使できるよう、患者

様には病院の規則を守り、他の患者様や職員、その他の人々に

迷惑をかけない責務があります。

■川崎病院 医療理念

「良質な医療を提供し、信頼される病院に」



１．川崎病院の概要
診療科および部門
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内 科 腎臓内科

外 科 眼 科

皮膚科

歯科口腔外科

救急科

血液腫瘍内科

消化器内科

肛門外科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

放射線科

臨床検査科

糖尿病内分泌内科

循環器内科

整形外科

形成外科

婦人科

麻酔科

総合診療科

リハビリテーション科

内科系

外科系

中央部門

■ 当院の診療科

■ 当院の部門

内視鏡室 薬剤部 放射線科

心臓血管病センター 健診センター（人間ドック） 人工透析室

HCU（高度治療室） 中央手術室 医療技術室

リハビリ室 栄養科 患者支援センター



【MRI】
整形領域において、頚椎や腰

椎の検査にMRIは有効です。

また、胸部、腹部の大血管や

下肢静脈の血管検査、脳動脈

瘤の発見や頭部症状の原因追

及のための頭部血管検査にも

活用されます。そのほか、胆

嚢や軟部組織、あるいは神経

系などあらゆる分野に利用可

能です。

１．川崎病院の概要
主要医療機器
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【CT】
当院のCTはMDCT（64列・

ボリュームCT）です。脳卒

中当の緊急の頭部や肺の検査

（肺がんやアスベストの精密

検査）、腹部の一般的な検査

が可能です。また、心臓血管

の撮影や整形領域においても

微細な骨折診断が可能です。

【RI】
心筋梗塞や狭心症の診断目的

に行う検査や、術前・術後の

全身状態の検索を目的とした

検査にRI撮影が活用可能です。

また、乳がんやその他のがん

の骨あるいは多臓器への転移

の有無の確認やそのほか、頭

部、肺、腎臓、甲状腺などの

機能検査にも活用可能です。

【アンギオ】
当院は心臓血管病センターが

24時間365日稼働しており、

必要に応じて24時間緊急カ

テーテル検査を実施しており

ます。また、治療においても、

PCI、PTA、PTCAも実施して

おります。近年は心房細動の

不整脈に対するアブレーショ

ン治療も行っております。



１．川崎病院の概要
当院の所在地、アクセス
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湊川中学校湊川中学校湊川中学校湊川中学校湊川中学校

▼公共交通機関

【神戸電鉄】「湊川駅」から徒歩5分

【地下鉄】「湊川公園」から徒歩5分

【市営バス】

神戸駅：(7)(11)(40)(65)(150)(151)乗り場乗車、湊川公園西口で下車後徒歩5分

兵庫駅：(6)(9)乗り場乗車、東山町で下車後徒歩5分

湊川中学校



２．研修カリキュラム
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２．研修カリキュラム・体制
研修の内容
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■研修目的

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持てる医師の育成を目的とする。

■研修の特徴

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

並行して行うことができる。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できる。

■その他

研修医・指導医評価方法 ―――――― オンライン臨床評価システム「EPOCⅡ」

外来研修 ――――――――――――― 無し

研修医担当患者数 ――――――――― 10-15例程度

当直体制 ――――――――――――― 二次救急日を中心に、当直医（指導医）と

共に副直として当直研修を実施する



２．研修カリキュラム・体制
研修の内容
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【患者数実績】

診療科 外来 入院

内科 56,042 40,901

循環器内科 17,301 13,062

外科 7,628 8,997

整形外科 16,853 13,758

リハビリ 13,392 0

皮膚科 7,148 0

泌尿器科 3,974 0

婦人科 1,872 0

眼科 14,493 1,717

耳鼻咽喉科 6,776 446

人工透析室 15,479 2,274

形成外科 3,774 3,159

歯科口腔外科 15,145 324

計 179,877 84,638

一日平均 668.7 231.9

【手術等実績】

【救急実績】

救急件数 ―――――――― 5,055件/年

うち救急車搬送件数 ―― 2,345件/年

検査・手術等 件数

消化器内科（内視鏡）

上部消化管内視鏡検査 4,633

下部消化管内視鏡 1,252

胆道膵管造影（ERCP） 207

ポリープ切除術、粘膜切除術（EMR） 372

粘膜下層剥離術（ESD） 40

総胆管結石砕（採）石術 71

循環器内科

経皮的冠動脈形成術（PCI） 280

冠動脈CT 284

心筋シンチ 527

心エコー 2,749

ペースメーカー植込み術 39

血管内治療（EVT） 120

カテーテルアブレーション 74

外科

悪性腫瘍手術 96

全身麻酔手術件数 722



２．研修カリキュラム・体制
研修の内容
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【毎週実施】

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

【毎月開催】

臨床病理検討会（CPC）

X線画像検討会（兵庫区医師会共催）

院内学術集会

【隔月開催】

【その他】

各種実技研修（エコーガイド下中心静脈穿削、BLSなど）



２．研修カリキュラム・体制
研修の内容
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医局 ―― 独立した研修医室

図書室 ― 医学雑誌、Up To Date、メディカルオンラインが利用可

【設備】

【待遇】
卒後１年目：月給350,000円+副直手当+賞与200,000円(年)

卒後２年目：月給350,000円+副直手当+賞与400,000円(年)

当直回数 ――――――― 月4回程度

勤務時間 ――――――― 平日 8:30-17:00

土曜日 8:30-12:40（月３回休み）

休暇 ――――――――― 有給休暇（１年次10日、２年次10日）

夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇

【福利厚生】
食事 ――――――――― 社員食堂あり（有料）

保険 ――――――――― 健康保険（川崎重工業健康保険組合）、

厚生年金保険、雇用保険、労災保険

*医師賠償責任保険には病院として加入



２．研修カリキュラム・体制
研修スケジュール
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■研修年間スケジュール

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

1年目
内科 外科 救急部門

川崎病院 川崎病院 川崎病院

2年目
地域
医療

小児科
産婦人
科

精神科
選択科目*

川崎病院

協力医療機関

地域医療 小児科・産婦人科 精神科

医療法人博愛会 医療法人社団純心会 医療法人尚生会

頴田病院 パルモア病院 湊川病院

（福岡県飯塚市） （神戸市中央区） （神戸市兵庫区）

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

1ヶ月単位で自由に選択可能



２．研修カリキュラム・体制
当院の学会認定状況
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■学会認定

・ 日本内科学会認定医制度教育病院 ・ 日本外科学会外科専門医制度修練施設

・ 日本消化器内視鏡学会指導施設 ・ 日本外科学会認定医制度修練施設

・ 日本消化器病学会認定施設 ・ 日本消化器外科学会専門医修練施設

・ 日本消化管学会暫定指導施設 ・ 日本胆道学会指導施設

・ 日本カプセル内視鏡学会指導施設 ・ 日本乳癌学会関連施設

・ 日本糖尿病学会認定教育施設 ・ 日本整形外科学会専門医制度研修施設

・ 日本肥満学会認定肥満症専門病院 ・ 日本手外科学会研修施設

・ 日本動脈硬化学会専門医教育病院 ・ 日本眼科学会専門医制度研修施設

・ 日本血液学会認定医研修施設 ・ 日本がん治療認定医機構認定研修施設

・ 日本血液学会認定血液研修施設 ・ 日本形成外科学会認定教育関連施設

・ 日本循環器専門医研修施設 ・ マンモグラフィ検診精度管理中央委員会

・ 日本心血管インターベンション治療学会 マンモグラフィ検診施設画像認定施設

研修関連施設 ・ 日本人間ドック学会

・ 日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設 人間ドック健診施設機能評価認定施設

・ 日本透析医学会教育関連施設 ・ 日本病理学会研修登録施設



２．研修カリキュラム・体制
当院の指導医
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■当院の指導医

診療科 役職 医師名 臨床経験

内科

常勤顧問 市原 紀久雄 53 年

院長 中村 正 38 年

副院長 飯田 正人 38 年

部長 粕本 博臣 18 年

部長 村井 潤 14 年

消化器内科

顧問 多田 秀敏 49 年

部長 前田 哲男 30 年

部長 野村 祐介 23 年

部長 西田 悠 13 年

診療科 役職 医師名 臨床経験

循環器内科

総括部長 丸山 貴生 31 年

部長 西堀 祥晴 24 年

部長 藤田 幸一 20 年

部長 高田 昌紀 19 年

外科

副院長 谷川 隆彦 32 年

部長 木村 聡宏 26 年

部長 星野 宏光 17 年

麻酔科

部長 児玉 俊一 25 年

総合診療科

部長 松田 守弘 25 年
※2020/7/1現在



３．募集要項
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３．募集要項
応募資格・募集形式・選考
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応募資格

2021年3月に医学部卒業見込の方または既卒者で、2021年に医師免許を取得見込の方

募集形式

マッチングシステムに参加し、欠員ある場合は、その後随時募集する

選考：採用試験

試験日時 2021年度8月7日(金)、20日(木)、27日(木)

応募締切 試験日の1週間前を目途にお申込み下さい

会場 川崎病院 会議室

方法 面接、小論文

当日持参品 筆記用具、履歴書（顔写真を貼付、市販の様式）、卒業予定証明書（または卒業証明書）、成績証明書

※健康診断書は不要です



３．募集要項
処遇・勤務時間等
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研修医の処遇・勤務時間等

身分 常勤嘱託職員

待遇 卒後１年目：350,000円+副直手当+賞与200,000円(年)

卒後２年目：350,000円+副直手当+賞与400,000円(年)

宿舎 完備

食事 食堂（有料）あり

社会保険 川崎重工業健康保険組合、厚生年金に加入

労働保険 雇用保険、労災保険に加入

※医師賠償責任保険は病院として加入しているが、個人でも加入することが望ましい

勤務時間 研修医の勤務時間は、当院職員に準ずる

平日 8:30-17:00、土曜日 8:30-12:40（月3回休み）

休暇 採用日から6ヶ月間継続して勤務後、全勤務日の8割以上出勤した場合に年10日の有給休暇が付与される



４．先輩研修医のコメント
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4．先輩研修医のコメント
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川崎病院で研修を始め、１年が経ちました。初めのうちはわからないことも多く、周囲の先

生方に何でも聞いて回る日々でしたが、次第にできることも増えてきたように感じます。それ

と同時に、やりがいを感じる場面も増えてきました。

川崎病院での研修の最大の魅力は、自由度の高さだと思います。学びたい疾患・手技などあれ

ば、積極的に申し出れば何でも担当させてもらえます。また各科の垣根も非常に低く、困った

ことがあれば診療科を問わずいつでも相談できる、アットホームな雰囲気です。研修医は比較

的少人数ですが、おかげでどの科の先生方からも優しく接して頂き、研修医室はいつも和気

藹々としています。また症例の取り合いになるようなこともなく、上級医から指導を受ける機

会にも恵まれていると実感しています。

研修医に対する教育体制も強化されており、朝のミニレクチャーや救急外来の現場でも、どう

判断するか、どうやって迅速に診断し治療に結びつけるか等、常に上級医とディスカッション

を重ねながら業務に取り組んでいます。私自身は今のところ、循環器内科を志望していて、ま

た救急診療のトレーニングを積みたいという気持ちで川崎病院での研修を選びました。実際当

院では各科のローテートでも、救急の場面でも研鑚の機会に恵まれています。

その他、立地が良く、マンションが完備されている等利点は多々ありますが、一番の利点は志

望科を問わず何でも積極的に取り組ませて頂ける点だと思います。主体的に学びたい皆さんと、

共に働ける日を楽しみにしています。

（2019年度4月入職 初期研修医）



5．採用までの流れ
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5．採用までの流れ
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■お問い合わせ先

〒652-0042

兵庫県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

松田 守弘 （まつだ もりひろ）

E-mail ： matsuda_morihiro@kawasaki-hospital.or.jp

病院ホームページ

https://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/index.html

① 当院を知る

② 病院見学

③ 採用試験

 当院ホームページ

 各種情報サイト

など

 下記問い合わせ先に

申し込み

 8月7(金)、21(木)、

27日(木)

面接＋小論文

 詳細は随時HPに

配信予定

マッチング

■当院採用までの大まかな流れ


