08
病院の
概 要

一般財団法人

脳神経疾患研究所

総合南東北病院

附属

開設者：一般財団法人 脳神経疾患研究所
病院長：寺西 寧
所在地：福島県郡山市八山田七丁目115

研修プログラムの特徴
●24時間体制の２次救急センターを運営しており、一般的疾患
から専門性を必要とする救急疾患まで症例が豊富である。
●研修医専従の事務スタッフがおり、サポート体制が充実して
いる。
●各診療科が研修医の受け入れ、教育に熱心である。
●各診療科の垣根が低いので、気軽に各科の指導医・上級医に
相談ができる。
●２年間の初期研修終了後の専門科への受け入れができる。
●自由選択期間が長い。（11ヶ月）
●放射線診断機器（PET-CT ４台、MRI1.5T ５台、3T １台、
64製CT ４台、フラットパネル式アンギオ装置 ３等）が充実
しさらに放射線診断医が13名おり、合同カンファレンスが充
実している。

■ 医師数：常勤…114名、非常勤…176名、
指導医数…61名
■ 診療科名：脳神経外科、外科、整形外科、心臓血管外科、
形成外科、呼吸器外科、麻酔科、耳鼻咽喉科、
眼科、アレルギー科、内科、神経内科、消化器
内科、循環器科、呼吸器科、気管食道科、小児科、
小児外科、産婦人科、泌尿器科、肛門科、皮膚
科、性病科、リハビリテーション科、歯科、歯
科口腔外科、放射線科、精神科、救急科、放射
線治療科、放射線診断科、病理診断科、矯正歯科、
消化器外科
■ 病床数：一般…461床
■ 年間入院患者実数：16,195名
■ 年間新外来患者数：56,296名
■ 1日平均外来患者数：1,539名
■ 年間救急車搬入患者数：18,119名
■ 平均在院日数：15.2日

●最先端の医療機器を積極的に導入しているので、最先端の医
療に触れることができる。
（陽子線治療・IMRT・BNCT等）
●交通の便が良い。
（新幹線で東京まで80分、仙台まで40分）
●生活環境が良い。
（駅前まで車で10分、病院付近２km範囲内
に大型ショッピングセンター、近くにおいしい居酒屋・飲食
店がある）
●医師・コメディカル・事務員のコミュニケーションが良好で、
職場の雰囲気がとても良い。
●平成27年度に新しい医局が完成。（快適・綺麗）当直室も個室
できれい。
●給与・手当（住宅手当７万円）
が充実している。
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臨床研修病院の理念
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病院長メッセージ
当院は県中地区の中核病院であり、が
ん治療、脳神経・循環器疾患の３大疾病
すべてに高度な治療を提供しており、研
修医にとっては豊富な症例を経験するこ
とができます。
１）がん診療
当院は、がん診療連携拠点病院であり、
県内においては有数の症例数を誇り、定
期的に行われるcancer boardによって、各科の特徴を生か
した総合的な治療を提供できる環境にあります。たとえば消
化器がんでは、低侵襲の内視鏡治療（ESDなど）から鏡視下手
術さらには進行例には難易度の高い手術手技をバランスよく
提供しています。また放射線治療は特に充実しており、陽子
線治療を含めた放射線治療装置（ライナック、IMRT、小線源
治療、ガンマナイフ等）を導入し、経験豊かな専門医師のも
とに高度ながん治療を実践している為全国から患者が集まっ
ています。
２）超急性期病院
手術件数は8000件/年を超え、また救急車搬入が約5000
件/年 と な っ て お り 近 年 更 に 増 加 傾 向 に あ り ま す。 ま た、
DPC病院としての因子では診療密度、高度な医療技術、重症
患者に対する診療などトップレベルにあることが証明されて
おり、超急性期病院としての医療水準を保っております。
３）研修環境
当院では週２回のモーニングカンファランスがあり、全て
の医師が一堂に会して知識、情報を共有しており、研修医に
とっては、密度の濃い研修になると思います。将来患者のた
めに役立つ臨床医を目指すなら、総合南東北病院はお薦めの
スポット研修病院です。
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研修医コメント
初期研修を開始して１年が過ぎます
が、当院の大きな魅力は「研修医を成長
させよう！」という空気が病院内に満ち
ていることだと感じました。指導熱心な
先生方が各科にいらっしゃるので、どの
科でも充実した研修が行えるのはもち
ろんのこと、当直や各種勉強会でも丁
寧な指導をしていただけるのでとても勉強になります。そし
て、十分な症例数があるため学んだことをすぐに実践するこ
とができます。学び、経験し、実践する日々の中で、少しず
つではありますが医師として成長できているように感じてい
ます。
研修プログラムの柔軟さも当院の特徴として挙げられま
す。各研修医の希望を最大限考慮してローテートを組むこと
ができ、さらに各科の研修でも基礎を押さえながら
「自分は
こうなりたい」という方向性があればそれに向けて強く背中
を押してもらうことができます。
当院には毎年10人前後の研修医が全国各地から集まってい
ます。志望は脳外科、放射線治療科、外科、消化器内科、在
宅医療と実にさまざまです。2016年度も21名の研修医がそ
れぞれの目標に向かって元気に奮闘しています。文章では表
しきれない魅力がたくさんあるので、当院の初期研修に興味
がある方はぜひ一度見学にいらっしゃってください。研修医
一同、お待ちしています！
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アクセス
本宮 I.C

「すべては患者さんのために」を理念として次の６項目を
基本方針に揚げて診療を行っています。
●患者さんに公正な医療を提供いたします。
●医師による説明と患者さんの選択に基づく医療を進めます。
●患者さんのプライバシーを尊重します。
●診療情報を患者さん自身にお伝えします。
●より良い医療が行われるよう研修・研鑽いたします。
●患者さんの人生が最後まで豊かであるようにその意志を尊重します。

URL：http://www.minamitohoku.or.jp/
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研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別：常勤
■ 研修手当（税込）
１年次…基本給 500,000円／月
２年次…基本給 545,000円／月
時間外手当…無、休日手当…無
■ 基本的な勤務時間：８：30〜17：00
■ 休暇
有給休暇…１年次 10日 ２年次 11日
その他…夏季休暇、冬季休暇
■ 宿日直：日当直（約４回／月）
１〜６ヶ月：宿直7,000円・日直10,000円
７〜12ヶ月：宿直15,000円・日直15,000円
２年目：宿直20,000円（平日）、30,000円（土日・祝日）、日直30,000円
■ 社会保険／労働保険
政府管掌健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険法の適用：有
国家・地方公務員災害補償法の適用：無、雇用保険：有
■ 健康診断：２回／年
■ 医師賠償責任保険：病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当：宿舎有（70,000円／月）
■ 女性医師支援取組：保育所：有

募集要項

手術の様子

指導医のもと縫合実習

募集定員：14人
■必要書類：履歴書、成績証明書、健康診断書
■選考方法：面接
■募集期間：平成28年８月13日㈯、９月10日㈯、10月１日㈯ ※詳しくはホームページでご確認下さい。

資 料
請求先

３月

選択必修科

自由選択科

太田西ノ内病院、福島県立医科大学附属病院、他

２月

〒963-8563 福島県郡山市八山田七丁目115
臨床研修担当
（増子・青山・鈴木）

TEL：024-934-5322 FAX：024-922-5320
E-mail：kensyu@mt.strins.or.jp
脳卒中サマーセミナーにて

２月

３月

