


アクセス

横浜市鶴見区尻手
しって

 当院へはJR南武線 尻手駅から徒歩で約7分
 川崎駅へ約2分、横浜駅へ約10分
 東京駅へ約20分、羽田空港へ約30分

羽田空港



近隣にはラゾーナ川崎、横浜、桜木町など
様々な場所へのアクセスが良好です。



病院概要
 1953年開設
 常勤医 43名 非常勤医 102名 計145名
 病床数 319床（一般急性期病棟/

回復期リハビリ病棟/地域包括ケア病棟)

内科/総合診療科/外科/整形外科/小児科/皮膚科/眼科/
耳鼻科/脳神経外科/脳神経内科/精神科/泌尿器科/
婦人科/⻭科⼝腔外科/リハビリテーション科/救急科



1953年（昭和35年）
下野谷に「汐田診療所」としてオープン

「病気やケガをしてもお金の心配なく安心して
治療を受けたい」という地域の方々の協力で
つくられた「働く人たちの病院」。

その後ベッドが増え、
汐田診療所→汐田総合病院になったが、
施設が手狭になったため2001年に
現在の鶴見区矢向に新築移転。

元の（下野谷）汐田総合病院は
うしおだ診療所となって現在も稼働中。



病院概要
 研修医数（2022年4月現在）

1年目︓2名、2年目︓2名

※2023年度 新卒募集人数︓2名
5年連続フルマッチ中

 初期研修医の出身大学
香川大学/北⾥大学/群馬大学/高知大学/聖マリアンナ医
科大学/東海大学/東北大学/富山大学/新潟大学/福島県⽴
医科大学/北海道大学/横浜市⽴大学/弘前大学/大分大学/
関⻄医科大学/⻑崎大学 など



 病院︓1
 ⽼人保健施設（敷地内併設）︓1
 診療所︓4
 往診/訪問看護/介護/ヘルパーST︓7
 小規模多機能施設/グループホーム︓4
 薬局︓4
 友の会︓多数

健診から在宅往診まで
患者さんを人として診る

（うしおだ）



うしおだグループ公益財団法人横浜勤労者福祉協会

【協同組織】
横浜健康友の会
NPO法人ふれあい友の会

【汐田総合病院】
（一般病棟158床、療養161床 合計319床）
【うしおだ総合ケアセンター】

うしおだ⽼健やすらぎ（50床）
うしおだ在宅クリニック/うしおだ訪問看護ステーション/うしおだ
ケアサービス

【診療所/往診施設】
うしおだ診療所/梶山診療所/みどり野診療所
清⽔ヶ丘セツルメント診療所/みどり野ヘルパーステーション

【社会福祉法人 うしおだ】
【介護施設】うしおだ介護支援センター/ヘルパーステーションうしおだ

グループホーム/菜の花の家/グループホームひまわりの家
小規模多機能こすもす/ハイムさざんか/ハイムつばき/ハイムさつき

【株式会社 ヒューメディカ】
【薬局】新つるみ薬局/うしおだ薬局

梶山・みついけ薬局/しんまち薬局



うしおだグループで出来ること

地域の総合病院として初期治療、救急、急性
期、回復期、終末期ケア、在宅医療に至るまで
幅広い医療を展開しているので、

総合診療、プライマリケアをしっかり学べます。



アカデミックな研修もサポートします！

①年3回まで、国内学会参加をサポート

②東邦大学、昭和大学、横浜市立大学など

大学病院との連携あり

少人数ならではのきめ細やかな指導体制

①アットホームな総合医局

②上級医やコメディカルと相談しやすい

③定期的に研修医向け勉強会を開催



脳神経系が強いです！！

①脳卒中専門医の数は横浜市の市中病院で
トップ3！

②論文、学会での発表多数

③他院から研修者多数

④神経疾患の宝庫



総合診療の充実を
目指しています！

①初期研修後、継続して総合診療の

プログラムに進める！

②病院総合診療専門医の資格取得も可能！

③多様なＣｏｍｍｏｎ diseaseを診られる

④法人内外事業所と連携して地域医療を

学べる充実した環境



神内・救急・整形外科など
他院からの研修者多数

 立川相互病院（東京）

大田病院（東京）

甲府共立病院（山梨）

久地診療所（神奈川）

川崎協同病院（神奈川） etc.



論文、学会での発表多数
2017年9月世界神経学会議（京都）で演題発表

• 球脊髄性筋萎縮症（Kennedy-Alter-Sung症候群）
• ALS、MS
• 脊髄小脳変性症
• 脳表ヘモジデリン沈着症
• 高血糖性舞踏病 etc.

神経疾患の宝庫



つばさ研修プロジェクト
つ(Tsurumi) 鶴⾒で
ば(Valuable) 価値のある学びを深めて
さ(Satisfactory) 研修医、指導医双方が満足のいく研修を

目指すプロジェクト

2021年より導⼊期における研修医指導医体制を強化
月に1回、研修医MT（研修医による振り返り）を開催
研修医、指導医、プログラム責任者による振り返り
（研修状況、到達度の把握）を開催

看護師、薬剤師などのコメディカルによる評価
年3回、研修管理委員会を開催



佐々木研修医
1年目
長崎大卒 海野研修医

1年目
関西医科大卒

現在の初期研修医（202年4月～）

河内研修医
2年目

横浜市立大卒

丸岡研修医
2年目
北里大卒



 週間スケジュール（神経内科例）

月 火 水 木 金 土

8時～

採血

8時～

採血

8時～

採血

8時～

採血

8時～

採血 休み

午前
病棟業務

脳外合同

カンファ

救急当番

病棟業務 病棟業務 病棟業務

午後
カンファ

回診

病棟業務

病棟業務

14時～

心ｴｺ研修

病棟業務

13時～

研修医勉強会

カンファ
隔週16時～

循環器勉強会

メリハリのある研修（基本は8:30〜17:00）



研修ローテート例

総合診療科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、外科、整形外科、救急科は
当院で研修可能



地域医療研修
うしおだ診療所
（地域医療）

精神科を主に各診療科で
地域医療を実践

うしおだ在宅クリニック
（往診）

退院してからのフォロー
久地診療所

（家庭医集団）
家庭医を目指す方へ

⽣協⼾塚病院
（総合診療科）

小規模病床/在宅医療

連携施設選択研修
川崎協同病院

（循環器/小児科）
大田病院

（呼吸器内科）
神奈川病院
（精神科）

済⽣会横浜市東部病院
（産婦人科/小児科/精神科）



当直研修（1年目夏頃〜）
原則月４回、17時〜翌朝9時 （※朝5時〜9時は仮眠が可能）
明けは半日休み

①⾒習い当直医
(9-11月:17時〜23時or17時〜翌9時選択) 2,500円
②副当直（１年目12月頃） 10,000円
③副当直・独り⽴ち前（２年目4月頃 ） 15,000円
④独り⽴ち（２年目初夏以降） 30,000円

段階的なスキルアップ

独
り
立
ち副

当
直

見
習
い



研修医ミーティング
（毎月第4火曜日）

毎月の研修を振返り、
プレゼンしています。

ミーティングを通じて新たな
学びや気付きがあり、適切な
フィードバックが得られます。



研修医勉強会（定期的に開催）

この本を使って
取組んでいます。

上級医に近年の論文に
ついてプレゼン中。

※現在は休止中



合同カンファ（毎月第3水曜日）

昭和大学病院総合内科（ER）
の指導医を講師に、救急カン
ファを合同で開催しています。

連携している川崎協同病院の
研修医と一緒に、和気あいあい
とやっています。



済生会東部病院
循環器医師を招き
循内カンファ

健康まつり
地域の方の

健康相談をします

健康まつりの抽選会
で司会のお手伝い



 研修１年目の例
 身分 ︓ 常勤職員、健康保険、厚⽣年⾦、労災、共済制度

 給与 ︓310,000円（賞与年2回、昇給年1回）
医師手当 35,000円、諸手当(当直料、住宅手当等)
通勤費全額支給

 休暇 ︓ 祝日を含む4週8休、有給休暇あり
オールシーズン休暇4.5日
当直明け等

給与/待遇/採用関連

採用試験は⾯接と小論⽂のみ



初期研修後の進路（後期〜新専門医制度）

総合診療専門プログラム（3年間）





病院総合診療専門医（1年間）
その後も引き続き…

※当院もしくは日本病院総合診療医学会の認定施設で研修を行った場合







無差別平等の
医療

全⼈的医療

予防医療

健康な街づくり

地域の⼈たちとの
協⼒

いのちの平等



差額ベット代を取らない・・・1人部屋でも4人
部屋でもみんな同じ料⾦。お⾦を持っている、
持っていないで医療に差をつけない。

無料低額診療・・・お⾦がなく医療を受ける事
が困難な患者さんに医療費免除する。

差額ベット代を取らない・・・1人部屋でも4人
部屋でもみんな同じ料⾦。お⾦を持っている、
持っていないで医療に差をつけない。

無料低額診療・・・お⾦がなく医療を受ける事
が困難な患者さんに医療費免除する。

いのちの平等

無差別平等の医療

全⼈的医療















指導医からのメッセージ

総合診療科部⻑ 佐野 正彦 医師

初期研修の2年間を
無事に終えることが
大切です。

横浜での地域医療に
感心がある医学生の
皆さん、ぜひ一度
私たちの医療を体験
しに来てください。



初期研修は医師の基礎をつくる大事な期間です。
ぜひ、私たちと一緒に創意工夫を凝らしながら

成⻑できる研修を作りましょう︕


