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院長からのメッセージ センター長からのメッセージ

心のこもった良質な医療
を提供し、地域の医療と
人材育成に貢献します

　日本は未曽有の少子高
齢時代へ急速に移行して
います。減少する生産人
口と増加する高齢者。変
容する受療行動と疾病構
造に私たち医療人は即応
して患者の皆様のみなら

ず社会住民のために貢献する、なくてはな
らない医療 ‐ ケアシステムの担い手を育て
ることは日本中の医療機関の使命です。未
来を切り拓く医師を育てるために、急性期
は勿論、回復期や在宅までを見据えた、時
代に即した次世代の卒後教育を全国に先駆
けて行う病院づくりを始めています。医師
の働き方は新時代を迎えようとしています。
男女を問わずにキャリア形成を支援する勤
務・研修体制整備を進めています。

　内科全科間の垣根を取り去り、毎日、全内科はもちろん救急、
集中治療、感染症、外科、病理、脳外、放射線、そして皮膚
科、耳鼻科までもがそろって症例検討。これが世界最強の「水
戸協同方式」。コンサルテーション用紙はない。院内いたる所
で議論が行われ、あちこちでミニレクチャー。すべては、圧倒
的な診断力、治療マネジメント力を有するジェネラリストのス

ペシャリストを養成するために。

　当院における臨床研修は、市中病院における幅広い疾患の症
例を経験しながら、病院指導医とセンター教員（筑波大学教官）
の直接的指導を受けられることが特徴です。また、臓器別専門
科の枠組みを取りのぞいた形で、総合診療科を中心とした診療
システムを採用し、毎週の総合内科回診に加え、研修医は適切
かつ迅速な専門的アドバイスを得ることができるようになって

おります。さらには、全診療科医師による定期的なレクチャーが毎週実施され、
学会発表などの学術活動も盛んに行われています。各科の壁のない協力的な
雰囲気で、充実した研修を受けることができます。

病院の理念 基本方針

渡邊　宗章 病院長 渡辺　重行

小林　裕幸

センター長

総合診療科

開　　　　設 昭和 16 年６月
開 設 者 茨城県厚生農業協同組合連合会
院 長 名 渡邊　宗章
病 床 数 389 床
標 榜 科

（26 科）
内科、呼吸器内科、消化器内科、内分泌代謝・
糖尿病内科、循環器内科、腎臓内科、リウ
マチ科、神経内科、感染症内科、外科、呼
吸器外科、消化器外科、乳腺外科、小児外
科、形成外科、脳神経外科、整形外科、皮
膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、放射線科、麻酔科、リハビリテーショ
ン科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科

医 師 数 111 人
指 導 医 数 33 人
研 修 医 数 初期研修医 22 名／後期研修医 23 名

研修医の主な
出身大学　　

筑波大学、島根大学、札幌医科、独協医科、
旭川医科、慶応義塾、東海大学、滋賀医科、
昭和大学、琉球大学、福島県立、東京医科

外 来 患 者 数 744 人／日
入 院 患 者 数 270 人／日

病院の概要

応募資格 平成 31 年３月国家試験合格見込者
採用人数 10 名
試験日程 平成 30 年８月 21 日、28 日（予定）
選考方法 面接、小論文、実技試験
処　　遇 ◉身分：常勤職員

◉給与：１年目　350,000 円＋日当直手当等
　　　　２年目　450,000 円＋日当直手当等
◉賞与：有り　　◉社会保険：有り
◉宿舎：有り（住宅手当）50,000 円
◉後期研修に進むことも可能
（後期研修中の海外研修システムあり）

2 （病院番号 031043）

http：//www.mitokyodo-hp.jp/

総合病院水戸協同病院筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター

１．安全で良質な医療を提供します
２．患者様の権利を尊重し、説明と同意に基づく医療を進めます
３．総合診療体制で地域の救急医療に貢献します
４．医療・保健・福祉を通じて地域医療連携を推進します
５．地域で活躍する医療人を育てます
６．幅広い診療能力と温かい心を備えた医師を育成し、
　　全人的医療を実践します
７．以上を実現するために健全な病院経営に努めます

プログラム責任者コメント
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病院見学対応状況

専門研修の募集について

募集診療料 選考方法

総合内科、整形外科 ホームページに
てご確認下さい

応募問合せ先

研修医コメント

　県庁所在地である、水戸市中心部に位置する第一線の臨床病院において筑波大学教官の直接指導を受けることで、
実地的研修と卒後医学教育の両面を同時に修得可能な環境を提供致します。特に初期研修において幅広い総合診療
能力を重視したプログラム内容となっています。

・茨城県がん診療指定病院
・厚生労働大臣・臨床研修病院指定施設（管理型）
・筑波大学臨床研修認定施設
・救急二次病院
・日本内科学会認定医認定制度教育施設
・日本プライマリ・ケア連合学会認定病院総合医施設
・日本循環器学会専門医研修関連施設
・日本糖尿病学会認定教育施設
・日本緩和医療学会認定研修施設
・日本呼吸器学会認定施設
・日本脳神経外科学会認定研修施設
・日本脳卒中学会認定研修教育施設
・日本外科学会専門医制度修練施設
・日本整形外科学会認定医制度研修施設
・日本がん治療認定医機構認定研修施設
・茨城県がん検診精密検査施設（胃がん・肺がん・乳がん・大腸がん）
・日本眼科学会専門医制度研修施設
・日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
・日本皮膚科学会認定専門医研修施設
・日本病態栄養学会認定栄養管理 NST 実施施設
・日本麻酔科学会認定病院
・日本救急医学会救急科専門医指定施設
・日本口腔外科学会研修施設
・日本病理学会研修登録施設
・日本感染症学会認定研修施設
・DMAT 指定病院
・茨城県広域スポーツセンタースポーツ医科学
  推進事業協力医療機関認定施設

東京・上野・品川駅から直通特急約１時間
■ＪＲ　・ＪＲ常磐線水戸駅下車
　　　　・ＪＲ水郡線水戸駅下車
　　　　　　　　　　大工町方面バス南町２丁目下車
■車　　・水戸駅北口前 R50 号を大工町方面へ３分

〒 310-0015　茨城県水戸市宮町 3 丁目 2 番 7 号
担当者：福家　聡美
ＴＥＬ：０２９－２３１－２３７１
ＦＡＸ：０２９－２２１－５１３７
E-mail：residency@mitokyodo-hp.jp
ＵＲＬ：http://www.mitokyodo-hp.jp/

選択科目 : 内科、外科、麻酔科、産婦人科、小児科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、総合診療科、救急部門、放射線科、皮膚科　等

研修プログラムの特色

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

内　　科 Ｅ　　Ｒ 内　　科 外　　科

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

精神科 麻酔 内　　科 皮膚 Ｅ　Ｒ 筑波大学膠原病 地域医療 内　　科

研修スケジュール例

アクセス

研修・認定施設一覧

★見学時間…随時（平日）　★対象…全学年　★宿泊…お問い合わせ下さい　
★問い合わせ先…担当者：秘書室　医局秘書　福家　TEL：029-231-2371　E-mail：residency@mitokyodo-hp.jp

総合病院水戸協同病院
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター

宝田　千夏

　熱心な先生方と豊富な症例数、お互い刺激を受けながら切磋琢磨できる同期、自分を磨くことのできる場があります！
　研修医が主体となって動き、多くのフィードバックを受けながら自身の成長を実感できる環境です。足りないところは
丁寧にご指導いただけ、身となったところは伸ばしていただけるあたたかい病院です。是非一度見学にお越しください！！
お待ちしています！！

女性医師支援コーナー

当院医師の出産休暇取得実績（平成 21 年４月～平成 29 年 12 月）：11 名
同育児休暇取得実績（平成 21 年４月～平成 29 年 12 月）：12 名（うち男性医師４名）
医局内搾乳スペースあり
保育施設（夜間保育月６回）あり
ファミリーサポート委員会設置

水戸ファミリーサポートセンター
と提携し保育ルームを作り、利用
しやすい環境を整えています。

保育ルーム
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