




・平成１５年度 臨床研修部門設置
（平成１６年度からの新臨床研修制度への対応）

・宮城県市中の研修病院で研修医の定員数が最も多い１９名

・新臨床研修制度 現在までの初期研修修了者209名

・研修医のための専門スタッフである
臨床教育学術管理室教育研修係が研修生活をサポート



●アカデミックセンター

アカデミックセンター監理官
一ノ瀬 正和

アカデミックセンター部長
吉田 龍一

2020 年 4 月 1 日、アカデミックセンター監理官に着任しました。 

 アカデミックセンターは、東北大学医学系研究科・医学部との共同研究・試験等の連携強化

と，職員の研究・学術論文発表等のアカデミックライティングの向上を図り，積極的に発表を

推進するとともに，各職員の業績・資格の管理も行っていくことを目的として設置されました。 

 東北大学での経験を活かし、大崎市民病院の診療、看護、薬剤、検査、リハビリテーション、

栄養など各部門の学術面の充実に向け支援していきたいと思います。特に、研修医のキャリア

形成にあたっては、将来の専門性にとらわれず、患者を全人的に診るための臨床能力を身につ

けるため、早い時期から実臨床とのバランスをとって、まとめる能力やプレゼンテーション能

力を身に着けるべく学会発表や論文作成のサポートを行っていきます。  

2020 年 4 月よりアカデミックセンター部長を拝命いたしました吉田龍一と申します。大

崎市民病院に新たにできた部門であり、業務内容は「職員研修部門」「臨床研修部門」「東

北大学連携大学院」を統括し、さらにこれまで各科各医師で行われてきた治験や臨床研究

などの学術研究も統括すると共に、新たに職員の学会発表や学術論文作成の支援等を主な

業務とするものです。 

 医療の基礎となる学術的部分を強化・発展させることが、病院の理念である「市民が安

心できる医療の提供」のために必要だと考えています。一ノ瀬正和東北大学名誉教授をお

招きし臨床のみならず学術的側面にも力を入れ、病院の実力、ステータスを向上させるべ

く邁進する所存ですので、よろしくお願い申し上げます。 



所 在 地 ： 大崎市古川穂波三丁目8番1号
病 床 数 ： 500床

（一般 494床（うち救急病床 30床），感染症 6床）
診 療 科 ： 43科
医 師 数 ： 172名（うち初期研修医33名含む）
職 員 数 ： 1,178名（分院，委託事業者除く）
※非常勤職員含む 令和2年5月1日現在



センター受入総患者数･･･････‥･･･････10,400人
１日平均救急外来患者数････････････････ 28.4人
１日平均救急車搬送患者数･････‥･･･････ 15.8人
ドクターヘリ搬送数･････････…･･････…･･‥39件

年間分娩件数･･･････････････････････‥‥･ 588件
年間剖検件数･･････････････････････････‥･･ 10 件
年間臨床病理研究会（CPC）の実施状況･･･‥ ･ 7回



救急外来からの効率的な導線の整備

・救急外来から内視鏡・救急病棟・手術・分娩への最短導線

４階 分娩室

３階 手術室
２階 内視鏡センター

・分娩時の緊急的な帝王切開時も最短導線で手術室へ

３階 EICU

※各階エレベーター前



研修医室に隣接した図書室



北海道大，旭川医科大，弘前大，秋田大，

岩手医科大，山形大，東北大，福島県立医科大，

新潟大，獨協医科大，筑波大，群馬大，東京大，

日本医科大，順天堂大，東海大，北里大，杏林大，

山梨大，岐阜大，金沢医科大，滋賀医科大，

愛知医科大，藤田保健衛生大，大阪医科大，

和歌山県立医科大，山口大，福井大，愛媛大，

高知大，大分大，琉球大



※ 研修医室内には学生席もご用意しています。









精神科
（4W）

小児科
（4W）

※救急科研修の２ヵ月に加え，初期研修２年間の日当直業務をもって厚生労働省の定める救急３ヵ月必修とする。

※救急科研修の２ヵ月及び日当直業務に加え，脳卒中及び頭部外傷の神経救急を１ヵ月脳神経外科で行う。

※一般外来研修は地域医療ローテート中に４週平行研修する



※内科は循環器，消化器，呼吸器，腎臓内分泌，神経，
糖尿病代謝，腫瘍が必修。その他，血液，リウマチ科。

※選択では，各内科系，外科系の診療科や，放射線科，
臨床検査科，病理等すべての診療科を選択することが可
能。



1年次20日，2年次 20日，年末年始，特別休暇（夏季休暇（5日）忌引，産前産後休暇ほか）



※プログラムの詳細はホームページをご覧ください

●大崎市民病院内科専門研修プログラム

●大崎市民病院外科専門研修プログラム
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皆さんのお越しを
お待ちしております！

１. 病院ホームページ内，初期研修医・専攻医募集→医学生の病院見学受付から
【見学申込みフォーム】

をダウンロードし，注意事項をよく読んでいただき見学希望日の２週間前まで

アカデミックセンター臨床教育学術管理室教育研修担当宛てにメールでお申し込み
ください。

注）大崎市民病院 アカデミックセンター臨床教育学術管理室教育研修担当 のメール
アドレス kensyu-och＠h-osaki.jp を受信できるようにしてください。

２. お申し込み後，１週間以内に担当者からメールでご連絡します。届かない場合
は教育研修担当までご連絡ください。

３.   日程調整終了後，決定のメールを送信しますので，確認後，確認した旨のメー
ルを返信してください。

病院見学お申し込みは随時受
付けております。

※土曜，日曜，祝日，年末年始
（12月29日～１月３日）を除く



Ｑ＆Ａ 実際の声！！

• Q．当院での研修を選んだ決め手や，当院の良い所は？

• A．

• ①親切で優しく，教育熱心な医師・看護師・コメディカ

ルが揃っている。雰囲気が自分に合っていると感じた。

• ②診療科が多く揃っていて，多彩な科の経験ができる。

• ③専攻医が多いため，研修医からも相談やコンサルトし

やすい。3年目以降残りやすい。



Ｑ＆Ａ 実際の声！！

• Q．研修医の業務内容は？

• A．

• 病棟回診や処置・処方，新入院患者の診察・問診など。

• 動脈採血や，胃管挿入，血液培養採取など基本的な手技も。

• 一部の科では専門的な手技を経験することができる。

• 外科：鼠径ヘルニアの執刀

• 日当直では研修医が初期対応を行う。

• 身体診察や，必要な検査を行い，その結果を評価して上級
医と方針を決める。

• 研修医だけで帰宅の判断をすることはない。どんな手技を
行うにしても，上級医が丁寧に教えてくれるので安心。



Ｑ＆Ａ 実際の声！！

• Q．症例の取り合いにはならないか？

• A．

• 県北の医療の中心を担っており，症例数は非常に多い。

• 診療科が多いため，研修医同士で被りにくい。

• 実際の声として，「働き始めると研修医の数が多いと
は感じたことはない」

• →仙台市内のように，病院数が多く，各々の専門に特
化した地域よりも，経験できる症例は幅広く多い。



Ｑ＆Ａ 実際の声！！

• Q．当直の体制は？ 当直明けは休めるか？

• A．

• 当直体制は上級医，2年目研修医，1年目研修医の屋根
瓦方式。

• 時間は17 時15分から翌朝8時半まで。

• 余裕があれば交代で3～4時間休める。

• 回数は日当直合わせて月4回程度。

• 当直明けの日は，午後は休み！

• 万一急患で休めなくても，別日に休むことができる。



• Q．診療科ごとに当番はあるのか？

• A．

• 土日は，午前中に回診などの業務を行う診療科が多い。

• 一部の科では，病棟1st callが研修医に任せられている。

• 外科や循環器内科など，緊急で手術やカテーテルがあ
る時に呼ばれる診療科もある。

Ｑ＆Ａ 実際の声！！



• Q．古川ってどんなところ？ 周囲の環境は？

• A．

• 公舎近くにスーパーや、衣料品店・家電量販店もあり、
困らない。

• 飲食店は古川駅周辺にたくさんある。

• 新幹線（15分）や高速バス（約1時間）もあり，仙台
へのアクセスも利便性がよい。

Ｑ＆Ａ 実際の声！！



皆さんのお越しを
お待ちしております！

１. 病院ホームページ内，初期研修医・専攻医募集→医学生の病院見学受付から
【見学申込みフォーム】

をダウンロードし，注意事項をよく読んでいただき見学希望日の２週間前まで

アカデミックセンター臨床教育学術管理室教育研修担当宛てにメールでお申し込み
ください。

注）大崎市民病院 アカデミックセンター臨床教育学術管理室教育研修担当 のメール
アドレス kensyu-och＠h-osaki.jp を受信できるようにしてください。

２. お申し込み後，１週間以内に担当者からメールでご連絡します。届かない場合
は教育研修担当までご連絡ください。

３.   日程調整終了後，決定のメールを送信しますので，確認後，確認した旨のメー
ルを返信してください。

病院見学お申し込みは随時受
付けております。

※土曜，日曜，祝日，年末年始
（12月29日～１月３日）を除く


