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開　　　　設 昭和 13 年１月

開 設 者 株式会社日立製作所

院 長 名 奥村　　稔

病 床 数 651 床

標 榜 科

（34科）

内科、消化器内科、呼吸器内科、
血液 ･ 腫瘍内科、代謝 ･ 内分泌内科、
循環器内科、腎臓内科、精神科、神経内科、
緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
乳腺 ･ 甲状腺外科、泌尿器科、整形外科、
形成外科、脳神経外科、小児科、小児外科、
新生児科、産婦人科、皮膚科、耳鼻いんこう科、
眼科、リハビリテーション科、放射線診療科、
放射線腫瘍科、麻酔科、病理診断科、
臨床検査科、救急科、歯科、歯科口腔外科

医 師 数 138 人

指 導 医 数 49 人

研修医の主な

出身大学　　

筑波大学、山形大学、旭川医科大学、杏林大学、
産業医科大学、昭和大学、東京大学、東京医
科大学、東京慈恵会医科大学、東京女子医科
大学、富山大学、日本医科大学、弘前大学

外来患者 数 1,042 人 / 日 ( 平成 30 年実績 )

入院患者 数
454 人 / 日 ( 平成 30 年実績 )
※現在は 538 床で稼動中

6 株式会社日立製作所 日立総合病院

■ＪＲ常磐線日立駅中央口より　　　車で 10 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　バスで 15 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩で 25 分
■常磐自動車道日立中央 I.C. より　　車で 10 分

女性医師支援

　日立総合病院では、育児と仕事の両立を第一に考え、女

性医師が取得可能な出産休暇や、女性・男性医師共に取得

可能な育児休暇および育児のための短時間勤務等の制度を

整備しております。また、院内保育園 (1/1～ 1/3を除

き受入可能 )を完備しており、病児保育にも対応しており

ます。

〒 317-0077　茨城県日立市城南町二丁目 1 番 1 号
担当者：総務グループ　柴田 ( 内線 6606)
ＴＥＬ：０２９４－２３－１１１１（代）
ＦＡＸ：０２９４－２３－８３１７
E-mail：saiyou.nichibyo.nx@hitachi.com
ＵＲＬ：http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/

病院見学対応状況

■見学時間…随時（平日）

■対象…全学年

■宿泊…近隣の宿泊施設を紹介

■問い合わせ先…担当者：総務グループ　柴田

　TEL0294-23-1111（内線 6606）

　E-mail：saiyou.nichibyo.nx@hitachi.com

応募資格 2020 年３月国家試験合格見込者

採用人数 12 名（予定）

試験日程 2019 年７月～９月

選考方法 面接

処　　遇 ■身分：常勤嘱託
■給与：１年次（330,000 円）
　　　　２年次（392,000 円）
■賞与：１年次（630,000 円／年）
　　　　２年次（1,220,000 円／年）
時間外勤務手当、宿日直手当、呼出手当等有
■社会保険：有り　■宿舎：有り

募集要項

応募・問合せ先

病院の概要

筑波大学附属病院 日立社会連携教育研究センター

株式会社日立製作所 日立総合病院
筑波大学附属病院 日立社会連携教育研究センター
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　本救急医学会専門医指定施設、地域災害医療センターとして茨城県北部の救急医療を担っています。平成 30 年実績：

救急車搬送台数 7,284 台 / 年、救急患者数 20,443 人 / 年、平成 24 年 10 月に救命救急センターが運用を開始し第三

次救急体制での救急医療を学びたい方にもお勧めです。また、当院は、茨城県地域がんセンターを併設し、高度医療を担っ

ています。各学会の専門医指定施設で熱心な指導医らの質の高い医療を学ぶことが可能です。その他、健診施設（PET 健診、

人間ドック、脳ドック）や産業医療施設、地域医療施設と連携しており、将来予防医学、産業医活動、家庭医などを志す

方にもお勧めです。

当院では以下診療科の専門研修プログラムがあります。
詳細については当院ホームページ「職員募集」をご確認願います。

・日本内科学会認定内科専門医教育病院
・日本呼吸器学会認定施設
・日本肝臓学会認定施設
・日本消化器内視鏡学会認定指導施設
・日本消化器病学会認定医制度認定施設
・日本透析医学会認定医制度教育関連施設
・日本腎臓学会専門医制度研修施設
・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
・日本血液学会認定研修施設
・日本神経学会認定教育施設
・日本外科学会外科専門医制度修練施設
・日本呼吸器外科学会専門医制度関連施設
・日本胸部外科学会認定医認定制度指定施設
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
・日本皮膚科学会認定専門医研修施設

・日本泌尿器科学会専門医制度教育施設
・日本小児科学会専門医制度研修施設
・日本脳神経外科学会専門医認定制度訓練施設
・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
・日本形成外科学会認定医制度研修施設
・日本麻酔学会指導病院
・日本病理学会認定病理医制度認定病院
・日本医学放射線学会専門医研修協力機関
・日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設
・日本老年医学会認定専門医制度認定施設
・日本心血管インターベンション学会認定施設
・日本消化器外科学会専門医修練施設
・心臓血管外科専門医認定機構基幹施設
・日本内分泌学会内分泌代謝認定教育施設

・日本臨床腫瘍学会認定研修施設
・日本脳卒中学会認定研修教育病院
・日本救急医学会救急科専門医指定施設
・日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
・日本がん治療学会認定研修施設
・日本乳癌学会認定施設
・日本リハビリテーション医学会研修施設
・日本静脈経腸栄養学会実施修練認定教育施設
・日本臨床細胞学会認定施設
・日本肝胆膵外科学会高度技能医制度認定修練施設（B）
・日本大腸肛門病学会認定施設
・日本総合健診医学会専門医研修施設
・日本ペインクリニック学会指定研修施設
・日本輸血 • 細胞治療学会 I&A 認定施設

＊ 選択科は、「内科」「外科」「小児科」「心臓血管外科」「形成外科」「麻酔科」「産婦人科」「放射線診療科」「救急総合診療科」「地域医療」「脳神経外科」「眼科」「皮
膚科」「泌尿器科」「整形外科」より選択（組合せ自由）

研修スケジュール例

専門研修の募集について

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 救急総合診療科 外　科 麻　酔　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

地域医療 選　　 　択　　　　科　* 精神科 小児科 産婦人科

研修・認定施設一覧

研修プログラムの特色

病院からメッセージ

募集診療科 選考方法

内科、外科 面接

研修医

　当院での研修の魅力のひとつに救急外来があ
ります。数多くの救急車が来院し、指導医のバッ
クアップの下で診療にあたります。市中病院な

らではの内科外科を問わない幅広い疾患と症例数を経験し、自ら
方針を立て、情報を収集し、プレゼンテーションする、非常にや
りがいがあり、スキルアップに繋がるチャンスが沢山あります。
それを可能にする熱心な指導医の存在が大きく、適切なフォロー
とフィードバックで導いて下さいます。同様の指導を、当院の特
徴でもある全ての内科ローテーションでも実感できることも魅力
です。そんな医局は診療科や上下の垣根が低く、多方面からの支
援も受けやすいアットホームな職場です。ぜひ一度見学へ来て、
雰囲気を味わって見てください。

荒井　静香

研修責任者

　今や、医師は単に専門分野の疾患を治療する
のみでなく、患者、家族の抱える様々な身体的、
心理的、社会的問題も的確に認識・判断し、医

療チームの中で治療、看護、介護サービス等種々の方策を総合的
に組織・管理し、問題解決を図る能力を備えることが求められて
います。従って、専門分野のみならず、患者を全人的に診る能力
を全ての医師が身に付けるための臨床研修マネジメントを行い、
将来の医療の質を向上させることができればと願っています。

藤田　恒夫 副院長兼臨床研修センター長


