
深川市立病院
初期臨床研修のご案内

二次医療圏の中核病院ならではの
充実した研修をお約束します！

深川市立病院 卒後臨床研修管理委員会

令和5年度募集
（令和6年4月研修開始）



★ 病院の基本理念 ★

深川市立病院は、北空知保健医療福祉圏における中核病院としての使命・役割

を常に認識し、地域住民に信頼される医療を提供するとともに、地域の医療機関

と連携のもと、地域住民の健康保持・増進を図り、地域の発展に貢献する。

★ 病院の基本方針 ★

●高度医療・救急医療を充実し、地域住民のニーズに応える適正な医療の提供

に努めます。

●患者様への適切な応対と診療情報の提供を行い、心がかよい合う人間尊重の

医療の提供に努めます。

●総合的医療機能を基盤とした地域医療支援及び医療従事者の教育・研修を推

進し、地域医療水準の向上に努めます。

●職員への医療安全教育を推進し、快適、かつ安心して医療を受けられる療養

環境の提供に努めます。

●合理的で効率的な運営を追求し、健全で安定した経営基盤の確立に努めます。

【深川市立病院】
所在地：〒０７４－０００６ 北海道深川市６条６番１号
ＴＥＬ：０１６４－２２－１１０１ ＦＡＸ：０１６４－２２－５９２９
Ｅメール：kanri.hp@city.fukagawa.lg.jp
ＵＲＬ：https://www.city.fukagawa.lg.jp/fukabyo
開設者：深川市長 田中 昌幸
管理者：院 長 新居 利英
最寄駅：ＪＲ函館本線・留萌本線 深川駅下車徒歩１０分

【診 療 科 目】
内科・循環器科・消化器科・呼吸器科・小児科・外科・肛門科・整形外科・皮膚科・泌
尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・麻酔科･脳神経外科・リハビリテーション
科・放射線科

【病 床 数】
計 ２０３床

○ １日平均入院患者数：１１６．２人

一般病床：１９９床、 感染症病床：４床

【患 者 数】
○ １日平均外来患者数：５０３．７人
※２０２２年度実績

【教育研修施設指定】
・臨床研修病院 ・臨床研修協力施設 ・泌尿器科専門医教育施設基幹教育施設
・日本外科学会外科専門医制度関連施設 ・日本消化器病学会専門医制度認定施設
・麻酔科学会認定病院 ・日本眼科学会専門医制度研修施設
・北海道医師会母体保護法医師指定取扱規定に基づく研修機関
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※産婦人科、小児科は旭川医科大学病院、精神科と地域医療は吉本病院での研
修を予定

１．臨床研修の目標
医療における医師の役割を理解し、医師としての人格を涵養し、基本的な医療技

術を習得します。特に、一般臨床医として、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態
に、適切な検査計画、治療計画を立案出来る能力、技術を習得します。
地域住民に信頼される医療の提供、地域住民の健康保持・増進を図り、地域に貢

献するという目標に沿った医師像の形成過程を目指します。

２．研修プログラムの特徴
当院の研修プログラムでは、地域中核病院であるため、プライマリ・ケアを十分

学習できます。初期診断、治療にあたる診療場面が多いのが特徴で、その中で病態
の重症度を判断し、正確な治療方針を立案する能力を養うことができます。
各科に渡って指導医が適切な助言を行い、研修医の診療行為を補佐する体制を整

えています。頻度の多い疾患の診断・治療は研修後、自身で的確に判断できるよう
に目標を設定します。
救急診療も日常的に行われており、救命時の的確な診断・処置が出来るよう指導

を行ととともに、救急研修時以外にも、適宜、各科の救急診療を学習する機会を設
けます。
研修分野・期間については、下記を基本に、研修プログラム責任者が研修医の希

望を聞きながら、研修を行う診療科の構成や研修期間を決定します。

３．研修管理・指導
１）研修管理委員会

臨床研修の実施を総括管理する「卒後臨床研修管理委員会」を設置してます。
２）指導体制

当院並びに協力病院、研修協力施設の医師等をもって卒後臨床研修指導体制を構
築しています。休日、夜間の当直としての研修時においては、電話等による相談指
導ができる体制や研修医が１人で対応困難が想定される場合は、指導医等が直接対
処出来うる体制を確保しています。

■初期臨床研修プログラムの一例

基本の研修ローテーションは下記のとおりですが、選択科は当院での研修のほか、旭川医
科大学病院等での研修も希望することができますし、研修医の希望による変更も可能です。
また、マンツーマンで指導が受けられますので、手技なども早くから実施することができます。
２０１９年４月からは、総合診療専門プログラムも立ち上げていますので、初期研修修了後に
引き続き当院にて研修を行うことも可能です。



１．オリエンテーション
入職時にはオリエンテーションを行い、医療安全、医療倫理、接遇、また電子カル

テの操作等について研修を行います。

２．研修の実際
プログラムは研修医本人の資質と希望に合わせ、研修の要件を満たす範囲で柔軟に

組み替えます。また、研修プログラムの向上・改善及び指導の進捗や課題について話
し合います。

３．当直研修
１年次は月２から３回、２年次はおおむね月４回程度の当直実習を行い、プライマ

リケアと救急診療を学びます。
１年次は必ず上級医が同伴します。５月より月２回程度、上級医の当直に同伴し、

９月より月４回程度、２年次からは問診終了後に上級医を呼ぶものとする。
２年次１０月より１人での当直とするが困難な症例、重症な症例に関しては速やか

に上級医にコンサルトするものとする。

４．地域医療研修、保健・地域行政研修
２年次に地域医療研修、保健・地域行政研修を行います。
地域医療研修（一般外来と在宅診療を含む）は吉本病院（精神科・内科）にて、ま

た、保健・医療行政研修は深川保健所にて行う予定。

５．オプショナル研修
より希望に沿った研修を行うため、以下のオプションコースを設け、時期等は当院

研修責任者及び研修先と協議のうえ決定します。
１）地域連携診療所オプション

当医療圏内の地域に密着した診療所での研修。原則として内科。期間は１週間と
する。

２）歯科診療所オプション
歯科診療所での見学。期間は半日から１日。

３）メディカルスタッフ研修オプション
院内の看護部、薬剤部、診療技術部等の協力の下、他業種の職業体験実習を行う。

期間は１日から１週間。
４）福祉施設研修オプション

医療圏内の福祉施設を見学する。原則１日単位とする。

６．臨床病理検討会（CPC）
研修医参加型のCPCを開催し、研修医は症例を提示をしフィードバックを受け、最

終的なまとめを行う。また、症例提示の他、出席者とのディスカッションを取りまと
める等の役割を担う。

７．研修支援制度
自主的な研修を促すための支援制度を設ける。研修医には、これらを利用して、
JATEC、AHAのBLS・ALSプロバイダーコース、緩和ケア研修会、FCSSなどを受講
することも推奨する。
また、院内で毎年開催するICLSの受講を推奨する。

１）学会出張支援
道外年１回、道内年５回程度まで、出張旅費および学会・研修会の参加費補助。

２）研修費・図書費補助
診療特別手当として毎月一定額を支給。その他、必要と認めた場合には、学会出
張支援とは別に所属学会費などについても支援（上限有り）。



担当分野 氏 名 所 属 役 職 経験年数 備 考

内 科

中島 功雄 深川市立病院 相談役 40年 指導医、認定医

嶋田 英資 深川市立病院 医 長 7年

青木 惇 深川市立病院 医 長 7年

内科救急

森本 英雄 深川市立病院 嘱託常勤医 43年 救急指導者

籏本 恵介 深川市立病院 救急部長 29年 指導医

外 科

水上 周二 深川市立病院 主任医長 25年

岡山 大志 深川市立病院 医 長 20年

外科救急 新居 利英 深川市立病院 院 長 37年
研修実施責任者、
指導医、救急指導医、
認定医

麻酔科 大谷内 真弓 深川市立病院 診療部長 33年
プログラム責任者、
指導医

脳神経外科 川田 佳克 深川市立病院 診療部長 40年

産婦人科 旭川医科大学病院の指導医

小児科 三浦 優利香 深川市立病院 主任医長 29年 指導医、認定医

泌尿器科

佐賀 祐司 深川市立病院 副院長 36年 指導医、認定医

野田 剛 深川市立病院 主任医長 30年 指導医、認定医

眼 科

東出 めぐみ 深川市立病院 医 長 15年

郷田 善亮 深川市立病院 医 長 13年

放射線科 北川 尚広 深川市立病院 主任医長 33年

整形外科 岡本 巡 深川市立病院 主任医長 29年

精神科、
地域医療

松本 三樹 吉本病院 院 長 41年
研修実施責任者、
指導医

病 理 上小倉 佑機 旭川医科大学病院 病理学助教

保健・
医療行政

北海道深川保健所

2023年4月現在



① 募集定員：１年次＝２名 ２年次＝２名 計４名
② 募集方法：公募

募集は当院のホームページ参照
③ 選考方法：必要書類提出後（履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書）

面接によって選考し医師臨床研修マッチングにより最終決定

募集要領

処遇に関する事項
① 身分：会計年度任用職員（常勤研修医員）
② 給与：１年次 ７００万円 程度／ 年 （月額：469,600円、他賞与等有り）

２年次 １，０００万円程度／ 年 （月額：477,100円、他賞与等有り）
※ 宿日直等の回数で金額は変動します。

③ 勤務時間：毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前８時３０分～午後５時００分
※ 時間外勤務有り、当直有り（２年目 日直月１回程度・宿直月４回程度）

④ 休暇：有給休暇（基本付与１年次１０日・２年次１２日）、リフレッシュ休暇、
年末年始休暇、忌引休暇等

⑤ 宿舎：病院で用意する医師住宅（病院から５００ｍ）
⑥ 院内専用机：個人ごとに医局に専用机用意
⑦ 社会保険等：１年次：北海道市町村職員共済組合、厚生年金、雇用保険、

労災保険適用
２年次：北海道市町村職員共済組合、厚生年金、公務災害適用

⑧ 健康管理：年２回健康診断実施
⑨ 医師賠償責任保険：当院にて病院賠償保険加入あり（個人は任意加入）
⑩ 医師会への加入：深川医師会への加入は当院負担
⑪ 外部の研修：各種の研究・研修の参加は可とし、規定に基づく旅費を支給します。

道外学会への参加は年１回とします。
⑫ その他：２年間の臨床研修修了後、当院で常勤医師（深川市職員）として勤務可能

です。
また、総合診療専門プログラム（2019年4月開始）の専攻医として研修
することも可能です。

※研修期間中のアルバイトは禁止です。

●問合せ・連絡先●
〒０７４－０００６ 北海道深川市6条6番1号
深川市立病院
◆事務担当：管理課職員経理係

TEL：0164-22-1101 FAX：0164-22-5929
Eメール：kanri.hp@city.fukagawa.lg.jp
見学も可能です。お気軽にお問合せください。


