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理  念   基幹型臨床研修病院での研修を通じ、将来の専攻する診療科
にかかわらず、臨床に必要な基本的診療能力（コミュニケーショ
ンスキル、知識、技能）を修得し、遭遇しうるいかなる状況におい
てでも、思いやりを持ちながら良質な全人的医療を行なえるよう
にする。 

基本方針 次のような資質を備えた医療人を育成する。 

 人間性豊かな医療人 

 医療全般にわたる広い視野と高い見識を持つ医療人 

 患者の立場に立った医療を実践する医療人 

 チーム医療のできる医療人 

 地域医療に貢献する医療人 

 公的中核病院としての責務を自覚する医療人 

   院長からのメッセージ 

 当院は140年にわたり、地域唯一の中核病院とし

てこれまで活動してきた。当地域は日本でも有数の
少子高齢化、医師不足の地域であり、それゆえ医
療における最後の砦として、当院の医師たちは覚悟
を持って診療にあたり、またその卓越した診療技術
を発揮してきた。 

 そのため当院での研修では、多くの疾患を網羅的
に経験可能であり大変貴重である。また、全科オン
コール体制にあるため、プライマリーケアのみなら
ず各専門領域の初期対応も経験できる。 

 また、当院の研修は指導医のみならず、先輩研修
医や看護師、コメディカル、地域住民などから得ら
れるものが大きく、人間力の向上が図られるものと
期待する。実際、研修には当院のみならず多くの他
医療機関、地域医師会、行政施設、司法施設がか
かわり、医療に関する多くのシステムを理解するよ
うプログラムされ全人的な教育を目的としている。 

 また、研修医相互の密接な関係や医学部実習生
との交流、医師会や地域住民との交流などを通して
コミュニケーション能力に磨きをかけ、技術のみなら
ず信頼される医師となっていただきたい。 
夢中になれる2年間を大館市立総合病院で経験す

ることを期待する。 

   大館市立総合病院卒後臨床研修の理念と基本方針 

院長 吉原 秀一 
[臨床研修管理委員会委員長] 

実践力を身につける 
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   プログラム責任者からのメッセージ 

 当院は秋田県北部の中核病院であるが、当地域の
医療圏は広大である一方、医療施設は非常に少ない。
このような環境の中で、当院は24時間、全身麻酔の
救急対応ができる唯一の施設である。従って、医師
一人あたりの症例は多く、重症例も多い。本院の臨
床研修プログラムの特徴は、高度なプライマリーケ
ア能力の獲得を主眼においている。各診療科ロー
テート中も月3～5回程度、救急外来、日当直勤務が
あり常に救急医療に接して研修を進めている。 
 また、毎週、救急カンファレンスを開催し研修医
の経験した症例を各専門医からの意見を交え検討す
る。その結果はすべての研修医にフィードバックさ
れ研修医全体のスキルアップが図られる。 
 当院には弘前大学医学部から多くの指導医や教官
が非常勤医師として診療しているので、研修後の進
路も決定しやすい環境にある。 

副診療局長 篠原 敦 
[卒前卒後研修管理委員会委員長] 

基本を大切にした医療技術を身につけ、
病気を治すのみならず人を治し、活か
すことができる医師を育成します 

   病院概要 

当院は秋田県北部における地域の基幹中核病院として、二次医療を中心に幅広く
市民・地域住民の要望に応えております。 

所在地：秋田県大館市豊町3番1号 病床数 

一般375床 精神60床 

結核6床 感染症2床 

医師数 

医師62名 研修医13名 

外来患者数 

973.0名/日(Ｈ30年度） 

入院患者数 

293.1名/日(Ｈ30年度） 

救急車搬入台数 

2,349台/年（Ｈ30年度） 

6.4台/日 

屋上ヘリポート使用件数 

20件/年（Ｈ30年度） 
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病 院 の 沿 革 

明治12年  5月  私立大館病院創立（開院は７月） 

明治15年12月  近隣町村の連合で公立大館病院設立 

昭和26年  4月  市制施行 

昭和41年  2月  公立大館総合病院事務組合を解散し大館市立総合病院開設 

昭和45年  5月  本館完成（地上６階、地下１階） 

昭和46年  1月  救急告示病院の指定 

昭和55年  3月  放射線棟完成(地上２階、地下１階) 

昭和56年10月  神経精神科棟の完成（地上２階） 

昭和59年10月  新館完成（地上４階） 

平成  6年  3月  放射線棟ＭＲＩ室増築 

平成  8年12月  秋田県災害拠点病院の指定 

平成16年  3月  臨床研修病院（協力型）の指定 

平成17年  9月  臨床研修病院（単独型）の指定 

平成19年  5月  エイズ治療中核拠点病院の指定 

平成19年10月  オーダリングシステムの全面稼動 

平成20年  4月  地方公営企業法の全部適用を実施 

平成20年  4月  病院事業管理者の設置 

平成20年12月  病院リニューアル工事竣工（地上11階） 

平成21年  2月  地域がん診療連携拠点病院の指定 

平成21年  3月  ライナック室及びデイケア室の改築竣工 

平成21年  5月  臨床研修病院（基幹型）の指定 

平成21年11月  弘前大学専門医養成病院ネットワークに関する協定締結 

平成24年 4月  ＤＰＣ対象病院 

平成24年 6月  ＤＭＡＴ登録病院 

平成26年11月  電子カルテを含む新医療情報システムが稼働 

平成28年 4月  地域包括ケア病棟を導入 

平成28年10月  認知症疾患医療センターを設置 

平成30年 1月  病院機能評価（ver6.0）の更新（H25.1月初回認定） 

平成30年 3月  卒後臨床研修評価の更新(H26.3月初回認定）  
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施 設 認 定 

日本泌尿器科学会専門医教育施設 
日本産婦人科学会認定専門医卒後研
修指導施設 
日本消化器外科学会専門医修練施設 
日本整形外科学会認定医制度研修施
設 
日本外科学会認定医制度修練施設 
日本内科学会認定医制度教育関連病
院 
日本眼科学会専門医制度研修施設 
日本脳神経外科学会専門医制度訓練
施設 
日本麻酔科学会認定麻酔指導病院 
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 
日本糖尿病学会認定教育施設 
日本アレルギー学会認定教育施設 
日本腎臓学会研修施設 
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施
設 
日本周産期・新生児医学会認定施設 
日本脳卒中学会専門医制度研修教育
病院 
日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼動施設 
日本内分泌学会内分泌代謝科認定教
育施設 
マンモグラフィ検診施設 
日本精神神経学会精神科専門医制度
研修施設 
日本消化器病学会専門医制度関連施
設 
日本病院機能評価機構認定病院 
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   臨床研修の特色 

柔軟な研修プログラム 

Ⅰプログラムの目的と特徴 
 本プログラムの目的は、新医師臨床研修制度の基本理念に基づき、医師と
して人格の涵養に努め、幅広い基本的診療能力、検査手技を習得し、日常よ
く見られる疾患や病態及びプライマリ・ケアに対応できる医師を育成するた
めの初期研修を行うことです。 当院は大館・鹿角医療圏（対象人口約11.1
万人）における中核病院として、また、二次救急医療機関としてその役割は
重要かつ多岐にわたっており、研修には好条件を備えています。 

Ⅱ「基幹型」と「協力型」どちらでも 

 当院は「基幹型臨床研修病院」として臨床研修医を受入れるとともに、「秋田
大学医学部附属病院」及び「弘前大学医学部附属病院」を基幹型臨床研修病
院とする、「協力型臨床研修病院」としての役割も担っています。 ２年間の研修
プログラムは、必修科目を内科２４週（呼吸器／循環器内科、消化器／血液内
科、内分泌／代謝／神経内科）、救急１２週（必修１２週のうち希望により他医
療機関で４～８週の研修可）、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療
を各４週、自由選択科目を４８週としています。平成３０年度のプログラム６から
必須科目と選択科目の選択肢を広げるために弘前大学医学部附属病院を「協
力型臨床研修病院」に加え、将来専門としたい診療科を中心に臨床研修の到
達目標を達成できるよう配慮しながら、研修医の皆さんの科目の選択、研修週
数の調整を可能とし、そして将来の専門医研修にもつながる内容で継続して研
修できる柔軟性をもったプログラムとしているのが大きな特長です。 

人間力 
あふれる指導医 

 多種 
多様な 
 症例 

地域病院施設
の協働 

救急研修 
カンファレンス プライマリ・ケアに対

応できる医師を育成 
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   標準的ローテイト 

救
急 

内
分
泌
・代
謝
・ 

神
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内
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消
化
器
・血

液
・腫
瘍
内
科 

呼
吸
器
・ 

循
環
器
内
科 

地
域
医
療 

自
由
選
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・１年次研修がスタートする前に２週間のオリエンテーションを行う 
・必修科目は、１年次に内科24週間、救急12週間のほか外科、小児科、産婦人科、 
 精神科について各4週間研修する 
・日本医科大学千葉北総病院の研修は４週間あるいは8週間 
・一般外来は、１年次小児科、２年次地域医療の各４週間合計８週間を必修とする 
・日当直業務は副直として２年間の内、当直医の監督の下３～５回/月程度行う 
・東京医科大学八王子医療センターの総合診療科は４週間 

「コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命」の

モデルとなった日本医科大学千葉北総病

院で三次救急研修の選択が可能です。 

1年次 

２年次 
東京医科大学八王子医療センター総合診療科
で学ぶこともできます。 
選択肢を広げるため弘前大学医学部附属病院
で研修を行うことも可能です。 
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離島診療所での疾病バリエーションの経験及び対応能力形成を
目的に、実践的プライマリ・ケアなどを学習すべく沖縄県立八重
山病院と八重山病院離島診療所、公立久米島病院、与論島パナ
ウル診療所での研修を選択することが可能です。 

外
科 

小
児
科 

産
婦
人
科 

精
神
科 



   日本医科大学千葉北総病院で三次救急研修 

テレビドラマのモデルとなった 「日本医科大学千葉北総病院｣救命
救急センターで救急科目を研修することができます。 

      坂口崇先生 
千葉北総病院で研修 
1日スケジュール 

研修医 Emergency 
Call 
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   沖縄県立八重山病院附属診療所でへき地離島 地域医療研修 

２年目の地域医療は、希望により離島で研修することが可能です。 
自由選択でも研修できます。（写真は大原診療所） 
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   公立久米島病院でへき地離島 地域医療研修 

地域医療研修施設（公立久米島病院） 
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   与論島パナウル診療所でへき地離島 地域医療研修 

地域医療研修施設（パナウル診療所） 
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   東京医科大学八王子医療センターで総合診療科研修 

２年目の４８週間の自由選択科目内で、東京医科大学八王子医療センター
の総合診療科で４週間の研修が可能である。 
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患者さんのニーズに対応
した基本的な医療を、専門
診療科と連携しながら提供
することを目標に外来診療
を開始しました。“だるい”、
“熱が続く”、“体重が減っ
た”などのどの専門診療科
に相談したらよいかわから
ない症状に対して、丁寧に
診察させて頂く、わかりや
すく説明することに重点を
置いて診療していきたいと
考えています。 

総合診療科の診察で専門的な検査や治療が必要であると判断された場合は
各診療科に診察を依頼します。当科では長期の継続診療や入院治療は行って
いません。院内の各専門診療科だけでなく、患者さんの“かかりつけ医”（家庭
医）と連携し診療にあたります。“かかりつけ医”をお持ちでない場合は医療連
携室と相談しながら、気軽に相談できる医療機関をお探しします。 

  総合診療科 
  GeneralMedicine 



呼吸器・循環器内科 

   指導医からのメッセージ 

  

指導責任者：澁谷 修司 部長 

消化器・血液・腫瘍内科 

 消化器疾患、血液疾患の初期診療から稀少症
例まで幅広く研修し、さらには、がん化学療法の
基礎と実践も習得が可能です。 

指導責任者：小笠原 仁 副診療局長 

内分泌・代謝・神経内科 

 当科では、内分泌疾患、糖尿病、動脈硬化及
び神経内科疾患の基礎から特殊例まで幅広く研
修できます。特に糖尿病患者では、多岐にわた
る合併症を有していることかが多く、他科との連
携を含め総合的な内科能力を指導できるよう努
めております。 

指導責任者：池島 進 部長 
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 高齢化が進む本邦では、虚血性心疾患、不整
脈、心不全、肺炎といった循環器・呼吸器疾患に
対応しなければならない機会が増えています。 

 当科の研修ではそれらの診断・初期治療の習
得とともに心臓カテーテル検査やペースメーカ植
え込みといったより専門的な手技にふれることが
可能です。 

 全身管理を求められる科でもあり、将来どの分
野に進んでも役に立つ研修になるはずです。 



小 児 科 

   指導医からのメッセージ 

 当院小児科は比較的若い医師で構成されている
ため、患者さんのために共に悩み、喜びを分かち
合いながら研修できる科です。 専門性よりも、プラ
イマリケアを重視したいと考えているため、小児救
急医療に力を入れています。 

指導責任者：丹代 諭 部長 

外  科 

  当院は日本外科学会、日本消化器外科学会
の専門医修練施設、日本乳癌学会の関連施設
に認定されている一方、外傷や熱傷などの一次
救急診療も地域拠点病院として必要とされており
ます。研修医の皆さんには学会発表、外科基本
手技や多くの手術症例を経験することで一般外
科を習得していただきます。外科はチーム医療で
す。 

指導責任者：大石 晋 副院長 
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呼吸器外科 

  

指導責任者：小野 貴史 部長 

 当科は、平成２７年度に新設されました。肺が
んの手術を中心に胸部外傷や気胸、膿胸などの
呼吸器疾患の外科治療を行っています。さらに
進行肺癌の内科的治療（化学放射線療法や緩
和ケア）も実践しており、肺癌に対する集中的な
治療の習得が可能です。 



麻 酔 科 

   指導医からのメッセージ 

 麻酔科学及び救急・蘇生等の臨床知識や診療技
術の習得を通じて、臨床医に必要な基礎的な診療
能力を身につけるためにも、当院のような平均的
市中病院での卒後初期研修は実情に合っており有
用です。さらに一次・二次救急医療を担っているの
で救急医療を含めた幅広い研修ができます。 

指導責任者：橋本 浩 副院長 

神経精神科 

 精神科救急等、県北の中核としてハードな症例
も多い一方、総合病院ならではのリエゾン、一般
的不眠や神経症、軽うつ、認知症などの症例も
豊富です。指定医のレポート症例を当院のみで
経験するのも可能であり、精神科を目指す研修
医にはまさに最適の環境です。 

指導責任者：佐藤 靖 部長 
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産婦人科 

 秋田県北唯一の地域周産期医療センターとし
て地域の産科治療の要となっています。また、婦
人科内視鏡学会認定研修施設として積極的な
腹腔鏡手術に取り組んでいます。 

 産婦人科腫瘍も広く取り組んでおり、数多くの
症例で研修を積み重ねることが可能です。 

指導責任者：佐藤 麻希子 部長 



耳鼻科 

   指導医からのメッセージ 

 一般的な耳鼻咽喉科疾患を、即戦力として楽しく
働きながら幅広く経験できます。将来どの分野に進
んでも、必ず役に立つことでしょう。何よりも雰囲気
が最高です。皆さん待ってます！ 

指導責任者：武田 育子 部長 

脳神経外科 

 脳神経外科専門医２人体制で脳卒中、頭部外
傷、脳腫瘍を中心に診断・治療を行っております。 

 神経学的所見からの内科的診断、ＣＴ、ＭＲＩな
どからの画像的診断、そして基本的な外科的手
技から専門医レベルの手術と幅広く、臨床に則し
た習得が可能です。また、研修医一人一人に
合った研修内容を検討し、指導を行います。 

指導責任者：島田 直也 部長 
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整形外科 

 外傷・骨折の診断と治療を中心に実践します。
また、転移性骨腫瘍と他の疾患の鑑別診断を修
得します。さらには、頻度の多い変性疾患（変形
膝関節症や腰部脊柱管狭窄症など）の理解を深
めていただきます。 

指導責任者：横山 徹 副診療局長 
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  放射線科 

 人口の高齢化に伴い、前立腺肥大症、尿失禁、
婦人尿路疾患、泌尿器癌などの患者さんが増加
しています。 

 また、慢性腎不全の患者さんも増加しています。
将来、泌尿器科を専攻する方はもちろんですが、
他の科を専攻する方も泌尿器科疾患や血液浄
化療法についての知識を身につけることが必要
です。 

指導責任者：篠原 敦 副診療局長 

   指導医からのメッセージ 

泌尿器科 

 CT・MR・核医学など、どの専門領域に進んでも

必要とされる画像診断を当院症例の画像を用い
て学んでもらいます。年間40例程度の肝細胞癌

に対する動脈塞栓術などインターベンション症例
の手技の基礎の習得・実践でき治療適応なども
学べます。 

指導責任者：成田 知 診療局長 



  

  先輩研修医からのメッセージ 

<研修内容> 
 当院での初期研修のプログラムは内科24週間(消

化器血液膠原病内科、内分泌糖尿病代謝内科、呼
吸器循環器内科)と救急12週間、地域研修４週間

が決められており、あとは本人の希望で研修するこ
とができます。将来希望する科に応じて自分にあっ
たプログラムを選択することが可能です。 

 大館市立総合病院で平成29年4月から2年間

初期研修をさせていただいた桑田大輔と申しま
す。初期研修終了後も、外科の一員として当院
に残留することになったので、当院OBとして今後

当院での初期研修を考えている方々に当院の
紹介をさせていただきます。 

大館市立総合病院 
外 科 桑田 大輔先生 

<当直> 
 当直は上級医1人、研修医1人で行い、上級医の指導の下、研修医が1st touchで初期

診療を行い、実践力・対応力を養える環境だと思います。また、当直の翌日は平日でも
帰宅することができ、前日の反省をしながら、体の疲れをとり、また次の日から頑張ると
いう仕組みになっています。 
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 研修医室の設備もよく、医療スタッフの方々も優しく接してくれるため、ぜひ一度見学や
実習にきて、病院の雰囲気を味わってみてください。皆様の研修生活がよりよいものとな
ることを願っております。 
 

<協力病院での研修> 
 当院の研修プログラムの目玉であるのが千葉北総病院で4週間救急研修をできること

だと思います。交通外傷や高所からの転落など高エネルギー外傷をメインとして、敗血症
や心筋梗塞、大動脈解離など多くの症例を経験でき、ショックの時の大量輸血や補液、
止血術、ICU管理など本気の救急医療を勉強することができます。その他、大館市立扇

田病院では高齢医療について学びます。私は選択しませんでしたが、東京都八王子医
療センター総合診療部や離島研修なども選択可能です。 
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   研修医からのメッセージ 

 一年次研修医の神村明日香と申します。大
館市立総合病院での研修をおすすめする理
由は数多くありますが、以下の２つが特に大
きいと私は考えています。 
①病院全体としての雰囲気が非常に良いこと 

 ６年次に実習させていただいた際に、先生方
を始めメディカルスタッフの皆さん、事務の
方々など関わらせていただいたすべての方々
が笑顔で接して下さったことが大変印象に残
りました。実習に来てみて大館市立総合病院
といえば、雰囲気の素敵な病院というイメージ
に変わりました。そしてそのイメージは研修医
として働き始めた今も全く揺らぐことはありま
せん。 

研修医 神村 明日香  
 弘前大学卒（青森県出身） 

 研修医１年目の中野高晃です。 

 大館市立総合病院は魅力に溢れた病院で
すので、その中からいくつか紹介させていただ
きます。 

 まず、病棟が新しく開放的な空間であること。
各科の医師どうしや他の医療従事者とのコ
ミュニケーションが取りやすく、チーム医療を
学ぶのに最適で過ごしやすい病院です。ス
タッフの方々はとても親切で積極的に指導し
てくださるのでこれからの研修が非常に楽し
みです。 

 また、秋田県北地域の中核病院ということで
地域貢献しながら様々な症例を学べること。
医師が少ない地域であるということはそれだ
け成長するチャンスがあるということです。 

１年目から県外の病院研修も組み込まれており、様々な環境で良い刺激を受ける機会にも恵
まれています。私たちと一緒に充実した研修生活を送りませんか？ 

 まだまだ未熟な自分ですが、ここでの研修生活を通して２年後には立派な医師になって巣
立っていけると確信しております。日々精進して頑張っていきます。 

研修医 中野 高晃  
 弘前大学卒（青森県出身） 

②研修医同士のつながりが強いこと 
 病院全体はもちろんですが、研修医全員は特に皆チームだと思って日々研修しております。 

優しいスタッフの皆さんに囲まれて団結したチームの中で研修できる自分は幸せだなあ、と思
う毎日です。研修医同士で切磋琢磨しながら研修することはこの先の人生を医師として生きて
いく上で非常に重要なことだと思っています。  
大館市立総合病院での研修に興味を持って頂けたでしょうか？ 
私達と一緒に研修をしてみませんか？実習や見学などなど、お待ちしております！ 
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   研修医からのメッセージ 

 こんにちは。研修医１年目の吉原悠貴です。
私は弘前大学出身なので、大館市は県外で
す。ですが車で1時間くらいのところにあり、6

年生の時のクリニカルクラークシップで思い
切って県外で実習してみようと思い、1か月間

実習させていただきました。その時の雰囲気
が、私が研修をするうえでこの上なく理想的な
環境だったので、大館市立総合病院で研修す
ることに決めました。まず、上級医と研修医と
の間で隔たりがなく、気になったことを気兼ね
なく質問できる雰囲気が魅力です。また、コメ
ディカルの皆さんとのつながりも深く、医学知
識だけでは培われないチームの連携も学べる
ので、研修2年間で大きく成長できることと思
います。 

研修医 吉原 悠貴  
 弘前大学卒（青森県出身） 

 本年度より大館市立総合病院で初期研修を
させて頂いている、弘前大学出身の渡邉咲季
です。 

 研修のはじめはオリエンテーションが２週間
と他の病院と比べて少し長いと感じるかもしれ
ませんが、その分研修に入る前に研修医で必
要な手技を焦らず正確に覚えることができま
す。またコメディカルの方々からも普段学ぶ機
会のない貴重なお話を聞くことができるので
研修病院としてとても良い環境と思います。 

そして研修中に自分で考えて判断する力を伸
ばしたいと考えると思いますが、研修医が診
察した患者は前例上級医に相談する体制に
なっているので、自分の判断が良かったのか
悪かったのかを患者に被害を与えず学ぶこと 

ができ、安全にかつ効率よく力を伸ばせる環境が整っていると思います。ですので、自信を
もって皆さんにこの研修病院をおすすめします。今は研修が始まったばかりで、右も左もわか
らず戸惑うことばかりですが、日々多くのこと学び、自分の力に出来るよう努力していきたいと
思います。そして皆さんが来年研修医として大館にきて下さった時に少しでも還元していける
ように頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。 

研修医 渡邉 咲季 
 弘前大学卒（北海道出身） 
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 将来目指している科や、興味のある科を選択科目で重点的に研修させてもらえる期間も長
いので、まだ決まっていないという方にも2年間できっと自分の方向性が見つかるでしょう。病

院の歴史は古いですが、外観と院内のイメージは新しく、とてもきれいな病院で、研修していて
とても気持ちのいい環境です。ぜひ、私たちと一緒に大館市立総合病院で研修しましょう。 
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研修医 渡邉 嶺花  
 弘前大学卒（秋田県出身） 

   研修医からのメッセージ 

 研修医1年目の渡邉嶺花です。現在、ベテラ

ンのコメディカルの方々のもとで、採血などの
基本的手技の習得に励んでいます。 

 初日からあたたかく迎えてくださる事務方や
コメディカルの方々のレベルの高さは大館の
魅力の1つです。 

 地理的に県境にある大館市は弘前大学とも
秋田大学とも関わることができ、研修機会や
人との出会いに恵まれていると感じられます。 

 また、秋田の県北地域全体から様々な診療
科に多くの患者さんが集まるため、院内で幅
広い分野の研修ができます。加えて大館に留
まらず、連携する大学や千葉、東京、沖縄に
いたるまで研修を選択でき、さらにたくさんの
症例や環境に触れることもできます。指導医、 

上級医の先生方は気さくに熱心に教えてくださる方が多く、研修医として学べることはとても
多いです。また院内が新しく、きれいで明るい雰囲気であることも魅力です。陸の孤島とも呼
ばれる大館ですが、実は地元には深く、他地域にも広くパイプをもった恵まれた研修環境で
す。ぜひ一度病院の雰囲気を見に来てくださいね。そして一緒に働きましょう！ 
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また、救急の先生や他科の専門医の先生から、良かったこと・悪かったこと、失敗したこと
などフィードバックを受けることができ、日々成長することができます。 

 地域医療や総合診療科においては、外部の病院で研修することが可能であり、関東の
研修医と自分たちは何が違うのか肌で感じることができます。 

ぜひ、クリニカルクラークシップや病院見学に来て、研修医の仕事や話を聞いて、病院の
優しく・温かい雰囲気を味わってください。大館ほど研修医にとって恵まれている病院はあ
りません。ぜひ大館で研修しましょう。 

 

 

   研修医からのメッセージ 

こんにちは。初期研修医2年目の石山浩明
です。 

当院は、大館・北秋田・鹿角と広い医療圏
を担っている病院であり、地域の中核病院
としてたくさんの疾患に巡り合える病院です。
救急外来では私たち研修医が、様々な悩
みを抱えている患者さんを1st touchで診察
できます。大館の日当直は5月から始まり、

上級医とマンツーマン体制です。最初は知
識も経験も何もないまま当直をやることに
不安でしたが、上級医の先生方が優しく指
導してくださり、病院スタッフの方々も優しく
見守ってくださるので、1年目から知識と実
践力を身に着けることができます。 

 大館市立総合病院の研修医2年目の大
川栞です。 
私は6年生の６月に当院で１か月実習を

させていただきました。その際、先生方や
コメディカルの方々が優しく教えてくださり、
充実した実習を行うことができました。ま
た、医師だけではなく、コメディカルの
方々との連携が密で、病院の雰囲気がよ
かったことから大館市立総合病院での研
修を希望しました。毎週行われる救急カ
ンファレンス、千葉北総病院での一か月
間の研修で救急を学べることや、その他
にも外の病院で研修する機会も選べるの
で研修する環境として魅力的に感じまし
た。 

 研修2年間での目標は、救急患者のプライマリーケアができるようになること、患者さ
んの気持ちに寄り添えるような医師になることです。この2年間で多くの症例を経験して
知識や技術を身につけていきたいと思っています。 
残り1年間も精一杯頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いします。 

研修医 大川 栞  
（神奈川県出身） 
弘前大学卒 

研修医 石山 浩明  
（秋田県出身） 
弘前大学卒 
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   研修医からのメッセージ 

 研修医2年目の小谷麻衣です。 
 私は学生の時に当院の評判を聞き、1か月

間実習で回らせていただいて当院での研修を
決めました。指導医の先生たちが熱心に指導
してくださったり、コメディカルスタッフの方たち
も優しくしてくださったのが、非常に印象的でし
た。ここで基礎となる初期研修を行えば、今後
仕事をしていくうえで大きな糧になると考えま
した。実際1年間働いてみて、最初はカルテの

使い方すらわからず、周りのスタッフの皆さん
にご迷惑をかけることばかりでした。しかしそ
んな私に対しても皆さん怒らず、辛抱強く待っ
ていてくださり本当にありがたかったです。落
ち込むことや辛いこともありますが、同期の仲 

間や先生方、スタッフの皆さんに支えられながら日々研修しています。 

 当院の魅力としては、離島や都市の病院で研修できる点も挙げられます。今年離島研修を
控えているため、今からわくわくしています。その他、定期的に開催される勉強会や講習会な
ど勉強する機会も十分あります。などなど当院の魅力が伝わったかどうかはわかりませんが
（笑）、ぜひ一度当院の見学にいらしてください。そしてぜひ当院で研修しましょう。 

 研修２年目になりました、小橋 絵里奈です。 

 初期研修も２年目を迎え、思うことは改め
てこの病院を研修先として選んで良かったと
言うことです。私は大学５年生の時に先輩か
ら研修先として勧められ、当院へ見学に来
たのが初めだったと思います。実際に病院
見学をさせていただき、病院のスタッフの
方々の雰囲気がとてもよく、また当時研修医
だった方々からも研修先として勧めていただ
き、この病院でなら自分の思い描く初期研修
ができるのではと当院での研修を決めまし
た。  実際に働き始めて１年が経ちましたが、

仕事をしながら自分の勉強もでき、適度に自
分の時間を持ちながら働けることが当院の
魅力の一つだと思います。また外部の病院 

とのコネクトも多く、千葉北総病院では救急医療の最先端を学ぶことができますし、沖縄県で
の離島研修という他では経験できないような研修をすることも可能です。 

 当院はまだ自分の進む先が決まっていないから幅広く様々な症例を学びたい人、自分の決
めた専門を極めたい人どちらにもお勧めです。興味を持ってくれた人はぜひ見学に来てくださ
い。お話しできる日を心待ちにしています。 

研修医 小谷 麻衣  
（青森県出身） 
弘前大学卒 

研修医 小橋 絵里奈  
（青森県出身） 
弘前大学卒 
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   研修医からのメッセージ 

 研修医2年目の田口朋子です。 

 私が当院を研修先に選んだ理由として、秋
田県北の中核病院として幅広い症例を見れる
ところ、コードブルーのモデルとなった千葉北
総病院の救急や東京の八王子で総合診療内
科の研修、沖縄の離島研修など自分の病院
以外でも研修できる機会があるところ、そして
先生方が指導熱心で、コメディカルの方々が
優しかったところに魅力を感じて選びました。
この1年間で救急外来を中心に、いわゆる
common diseaseといわれる症例を沢山経験

することができました。学生の頃は、問診をと
るのだけで精一杯でしたが、今では検査・診
断・治療を考えることまでできるようになりまし
た。もちろん、わからないことは山ほどありま 
す。そういう時は上の先生方が優しく教えてくれます。本当にどの先生も優しくて、質問しやす
いです。また何をするにも看護師さん頼りになりますが、嫌な顔一つせず助けてくれます。病
院全体が良い研修医を育てようとしています。外部の研修は、現時点では千葉北総病院だけ
研修させてもらいました。3次救急の中でも外傷に強く、青森県・秋田県では研修できなかった
ようなことを経験させてもらいました。ヘリにも乗りました！ 

上級医の先生からも、研修先として大館いいよね、とよく言われます。笑 とても魅力溢れる病
院だと思っています。皆さんも大館での研修を考えてみてはいかがでしょうか。いつでも見学
お待ちしています。 

 研修2年目の竹ノ子健一です。昨年から大館で

働かせていただいて感じたことをいくつかお伝え
させていただきます。 

 もともと私が大館市立総合病院を研修先として
マッチングを受けたのは、ここでなら研修医とし
てしっかり勉強させていただけそうだ。という理
由でした。1年間働いた結果、マッチング先として

大館を選んでよかったと改めて感じております。
研修1年目では内科6カ月研修させていただき、
救急も3カ月研修させていただきました。内科で

は地域の医療として多くの患者さんの初期診療
および入院加療を学ばせていただき、救急では
比較的軽症の症例からすぐに搬送が必要な症
例まで幅広く診させていただきました。 

また救急に関しては、千葉県の北総病院で1か月間の研修を行い、3次救急の実際を勉強さ
せていただきました。本年は離島研修として小浜診療所で勉強させていただく予定です。 

 大館市の医療を担っているため、多くの症例を診られるうえに院外研修も行え、幅広い症例
を経験できる病院です。今後専門が決まっていく中で、この病院での研修は確実に身になると
実感しています。ぜひ大館で研修しませんか。 

研修医 田口 朋子  
（東京都出身） 
弘前大学卒 

研修医 竹ノ子 健一  
（青森県出身） 
弘前大学卒 
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   研修医からのメッセージ 

 研修医2年目の柿沼麗於奈です。大館市立

総合病院での研修、それは自分次第でどこま
でも成長できます。眠れない日が続くわけでも
なければ暇な日が続くわけでもない、実臨床
をしっかり経験しつつ、自分の勉強の時間も
十分に確保される充実した環境です。外病院
での研修も多く、離島や八王子研修、千葉の
北総病院での3次救急研修も経験できます。 

 院内ではスタッフの皆さんがとても優しく、毎
日支えられご指導いただきながら研修生活を
送っています。気になることは自分が研修して
いる診療科にかかわらず質問できる雰囲気が
あります。医師に限らず、コメディカルの方に
もわからないことを気兼ねなく相談できます。
些細なことのように思えるかもしれませんが、 

「気になったことをいつでも聞ける」ということは2年間の研修生活の中では大事な成長の一端
を担っています。 

 また、研修医同士の仲も良く、休みの日などを利用して旅行へ行ったり地域のイベントに参
加したりと充実しています。研修で気になることや勉強の相談も気兼ねなくできます。 
あと残り1年、仲間と切磋琢磨しながら成長していきたいと思います。大館市立総合病院に興
味のあるあなた！見学・実習お待ちしています！ 

研修医 柿沼 麗於奈  
（茨城県出身） 
弘前大学卒 
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 こんにちは。大館市立総合病院初期研修医2

年目の松本奈津美と申します。早いもので研修
生活が始まって丸1年が経ってしまいました。わ

からないことは無限にありますが、日々勉強で
一歩一歩着実に積み重ねていることを実感して
いる毎日です。 

私がこの病院を選んだ理由はいくつかあります
が、第一に、大館市立総合病院は地域の中核
病院であり、プライマリケアや地域医療に関心
がある私にとって、研修に適した環境であると感
じたからです。common diseaseをたくさん診るこ

とができますよ。千葉北総病院での救急研修や
離島研修、東京医科大学八王子医療センターで
の総合診療研修を選択することもでき、幅広く研 

研修医 松本 奈津美  
（秋田県出身） 
秋田大学卒 

修をすることができるのも魅力です。次に、病院の雰囲気の良さが挙げられます。見学をした
際に、先生や看護師さんがとても優しく対応してくださり、また当時の研修医の先生方がとても
生き生きと働いている姿が印象的でした。実際、どのスタッフの方も優しく研修に協力してくだ
さいます。とても良い環境です。 
大館の街も暮らしやすく、食べ物がおいしいです。是非一度見学へお越しください！ 
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2017～2018研修医 髙橋 義也 

 今回このような研修の話が挙がった時、最初はとても自信がありませんでした。なぜなら英語の学
力に関して、海外渡航歴は大学生時代に観光目的で2回のみ、英語関連の資格は英検3級、TOEIC 
500点というロースペックだったからです。しかし、滅多にない海外での研修のチャンス、触れたことの
ない環境に身を置いてみたいという好奇心の気持ちで研修に応募した次第です。 

Day 1 

 まずはハワイ大学の先生方と初対面。
優しい先生方でまずは安心しました。
その後はSimPLEについての概略説明

や、日本とアメリカの医学プログラムや
医療制度の違いについて講演を聴きま
した。午後になってからはnight on call

（胸部痛やアナフィラキシーなどのケー
ス）というシミュレーショントレーニング
および腹腔鏡トレーニングを受けました。 

Day2 

 午前中は小児救急のシミュレーショント
レーニング（けいれん発作や気道異物など
のケース）を受けました。午後はCrisis 
team training（CPA、接触中の心肺停止な

どのケース）のシミュレーショントレーニン
グを受け、最後に総評を頂きました。 
 
Day3 
 午前中はDMAT siteの見学に行ってきま

した。午後は小児の専門病院である

Shriners Hospitalを見学してきました。 

ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター日本人研修医向け
トレーニングコース ”SimPLE” に参加して 
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 まず第一に感じたのは英語コミュニケー
ションの必要性と面白さです。この研修では
英語でのlistennigおよびspeakingにチャレン

ジする場が多く、とても刺激的でした。先生の
質問に何とか英語で答えようとするとしっか
り聞いて頂けるため、コミュニケーションの練
習になりました。加えて、さらに英語を話せる
ようになりたいという欲求も大きくなったのも
成果のひとつだと感じています。 

 次にシミュレーショントレーニングを受ける
ことによって、病態や治療の理解の深さが普
通の座学や教科書を読むだけと比べると格
段に違うことを肌身に感じ、これもまた勉強
になりました。このような勉学に身近に触れ
ることができるハワイ大学の環境が羨まし
かったです。 
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 この研修を通して、格段に英語への抵抗感が無くなったと思っています。将来的に学
会での発表や論文の引用は英語化しつつありますし、留学の機会もあると思います。も
ちろん、スキルアップにむけての訓練はこれからですが、英語勉強への意欲を今から
掻き立てるには十分すぎるほどの経験をすることが出来たと思っています。この文章を
読んで来年度の研修に参加したいと少しでも思ったそこのあなた！その思いに間違い
はないので是非参加して有意義なものにして下さい。 

ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター日本人研修医向け
トレーニングコース ”SimPLE” に参加して 
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   研修医 この頃 
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 秋田県医師会主催 

新医師歓迎会レセプション 
(平成31年４月5日、秋田市) 

採血練習の状況 
平成30年4月9日 
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   研修医 この頃 

剖検実施 （平成30年4月6日） 

救急カンファレンス開催状況（H31.4.2、毎週火曜日） 
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   教育体制 

研修医 オリエンテーション Ｈ31.4.1～Ｈ30.4.12 
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今年も研修医向けのオリエンテーション
を行いました。各部署からの講義に加
えて、採血・点滴実習など研修にすぐに
役立つトレーニングも実施しました。毎
年好評を得ている「コミュニケーション研
修」や「安全機材の取り扱い」など新人
看護師と合同でオリエンテーションを行
いました。 

 平成３１年５月２３
日には、医療裁判
（民事裁判）の傍聴
に行ってきました。 
 場所は 東京都

霞ヶ関の東京地方
裁判所です。傍聴
終了後、裁判官との
ディスカッションなど
東京医科大学研修
医と一緒に熱心に
勉強しました。 



   教育体制 

研修医 救急カンファ（毎週火曜日開催） 

救急定期勉強会 （毎月第２木曜日18時から開催） 
テーマ 
4月:救急患者との接し方 5月:救急室での感染対策 
6月:小外傷への対応   7月:骨折の対応 
9月:意識障害      10月:危険な心電図 
11月:多発外傷初期治療   12月:脳出血、脳梗塞 
1月：小児救急            2月：精神科救急 
3月：災害医療 
(平成30年度のテーマ） 
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メンターから 
    平成25年度から救急医療を中心にした定期勉強会に変更しました。救急患者さんへ

の接し方、感染対策の基本、上手な縫合の仕方、危険な心電図の見つけ方、意識障害
への適切な対応、外傷初期対応などなど月1回開催しています。 
   現場に即したすぐ使える内容になっていますので、2年間の研修で救急が得意になる

こと請け合いです。毎週火曜日に当直の時にみた症例のフィードバックカンファレンスも
続けています。研修医の先生は特に準備することなく、気軽に参加できるようにしてい
ます。 
    シミュレーターも成人用と新生児用を準備していますので、off the job trainingもいつ
でも可能です。 
ぜひ見学に来てみてください。 
平成31年4月 

研修医メンター 丹代 諭（小児科部長、救急室長） 



   アメニティ 

コンビニエンスストア 

平成２４年１１月にファミリーマートがオープンし、食料
品から日用雑貨まで揃い、オープン時間も７時～２０時
と長くなり、まさにコンビニエンスストアです。 

研修医室 
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   院内保育所 

 研修医の子育てをサポート！女性に優しい職場環境で、臨床研修と子育てが
両立できます。平成30年度からは、病児保育も開始する予定です。 
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学習室、図書室もリニューアル 
『Ｕｐ ｔｏ Ｄａｔｅ』『Ｍｅｄｌｉｎｅ』『メディカルオンライン』『医中誌』が24時間見れます。 
 
 



   大館のＰＲ 

忠犬ハチ公の生まれ故郷 

曲げわっぱ 

あめっこ市 
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本場大館きりたんぽまつり 
 本場大館きりたんぽまつりとは、

市民共有の宝である「本場大館き
りたんぽ」を内外に発信するととも
に、オール大館の市民パワーを
結集し、大館の活性化・産業の発
展・人財の育成を図ることをコンセ
プトに、大館の「食」「歴史」「芸術」
の融合をはかりながら、子どもか
ら大人までの市民及び各種団体
が一丸となって、大館の思いや本
場のきりたんぽを本気でおもてな
しするおまつりです。 

名物 きりたんぽ鍋 



大館市立総合病院 

初期臨床研修医募集要項 

 応募資格 平成３２年医師国家試験受験予定者 

 
 募集定員 ８名（予定） 

 
 研修期間 平成３２年４月１日から２年間 

 身分・待遇等 身  分 常勤臨時医師 

  基本給 １年次月額  500,000円 

               ２年次月額  516,000円 

  賞 与 １年次年額  800,000円 

          ２年次年額 1,000,000円 

  手 当 救急診療待機手当（宿日直手当に相当）  

      急患診療等業務手当（時間外診療手当に相当） 

   検診手当（１回あたり¥20,000-） 

           その他 通勤手当有 
              平成29年度1年次支給実績  7,751,000 円（本給、賞与、手当、税込） 

              平成29年度2年次支給実績  8,237,000 円（本給、賞与、手当、税込） 

 

 

 

 

 

       

 勤務時間 8時30分 〜 17時15分 

 休  暇 有給休暇は1年次20日、2年次20日 

  夏季休暇、年末年始、結婚休暇、病気休暇 ほか 

 出  張 学会、研究会への参加 有り 旅費支給有り 

 選考方法 面接、書類選考 

 健康診断 年2回有り 自己負担なし 

 選考日程 大館市立総合病院にて随時調整して行います 

 応募手続 次の書類を 総務課 総務係まで 

  ※ 詳しくは、当院ホームページをご参照ください。 

 

 問い合せ先 大館市立総合病院 

           〒017-8550 秋田県大館市豊町３番１号 

                      TEL    0186-42-5370 内線5331 

                      E-mail soumu@odate-hp.odate.akita.jp 
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〒017-8550 
秋田県大館市豊町３番１号 
大館市立総合病院総務課 
（臨床研修担当） 
TEL    0186-42-5370 内線5331 
FAX    0186-42-2055 
E-mail soumu@odate-hp.odate.akita.jp 

アクセス 
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