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聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院の概要

西部病院は、横浜市の「よこはま21世紀プラン」における地域中核病院

建設計画の一環として、昭和62年5月に開設されました。

○ 昭和62年5月25日 開院

○ 病床数 518床 （一般病床 518床）

□ 救命救急センター （ＩＣＵ １０床・ＨＣＵ 30床）

□ 周産期センター 新生児部門（ＮＩＣＵ 9床、ＮＣＵ21床）

母性部門 （産科 33床、婦人科 14床）

□ 一般病棟［8病棟］ （399床）

※ １病棟（52床）休床中

○ 日本医療機能評価機構の病院機能評価 認定

地域医療支援病院

平成30年12月7日 日本医療機能評価機構の病院機能評価 認定

平成31年 1月1日 NPO法人卒後臨床研修評価機構(JCEP) 認定
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＜診療科・患者数＞

＜診療科＞

総合診療内科、血液内科、リウマチ・膠原病内科、腎臓・高血圧内科

消化器・肝臓内科、循環器内科、呼吸器内科、代謝・内分泌内科、

脳神経内科、神経精神科、小児科、消化器・一般外科、心臓血管外科

小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、病理診断科 （25科）

＜患者数＞

2019年度

○ 入院患者延数 118,318人 1日平均入院患者数 323.3人

稼働率 71.8％

平均在院日数 9.9日

○ 外来患者延数 247,187人 1日平均外来患者数 922.3人
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呼吸器内科

循環器内科

消化器・肝臓内科

腎臓・高血圧内科

代謝・内分泌内科

脳神経内科

血液内科

リウマチ・膠原病内科

西部病院 内科8科



本プログラムではsubspecialty科および関連科での研修を主とした内科subspecialty重点コース、
1年次より大学院に入学し大学院在学中に学位取得と専門医取得を目指す大学院並行コースを準備しています。
（次ページ「研修プログラム例」参照）

1.) 専攻医１年～2年次：内科各科に加えて救命救急センターで研修します。JMECC受講。当直を行います。
希望するsubspecialty科での研修も可能です。2年間のローテーションは順不同で、指導医との相談の上決定します。

2) 専攻医２年次：45疾患群以上を経験し登録。指導医とともに外来実習１回/週。当直を行います。
十分な症例が経験できるよう、研修科・期間は指導医と相談して決定します。

3) 専攻医３年次：希望する症例subspecialtyを重点的に本学本院あるいは連携施設で研修。
当直を行います。大学院進学も可能です。

4) 3年間の研修について：連携施設での研修期間が原則1年以上になるように選択します。
subspecialty科として聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、および連携施設である聖マリアンナ医科大学病院、
川崎市立多摩病院・東横病院において、消化器、循環器、内分泌・代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経、
アレルギー・膠原病・リウマチの研修を行います。また、基幹施設では経験しにくい地域医療の実際については
特に訪問診療（近隣の診療施設と連携）研修を推奨します。
高知県高北病院では僻地医療に貢献する重要性について学ぶことができます。

プログラム概念図



A: 内科サブスペ重点 3年コース

B: 大学院並行 コース

〈診療科の選択方法について〉
•1診療科のみの選択は不可です。
•「多摩総合診療センター」の選択が望ましい。
•大学院はいずれの年度からでも入学は可能です。

•基幹施設（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）、連携施設（聖マリアンナ医科大学法人以外の連携施設）での
研修期間の合計はそれぞれ合計1年以上となります。

研修プログラム例

内科専門医研修 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年次 内科専門医研修 /  サブスペシャリティ診療科研修

2年次 連携施設・特別連携施設での研修 / 基幹施設での内科専門医研修 / サブスペシャリティ診療科研修

3年次 サブスペシャリティ診療科研修
（充足していない領域をローテーションする場合あり） 終了認定

4年次 内科専門医取得のための筆記試験

内科専門医研修 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年次
内科専門医研修 /  サブスペシャリティ診療科研修

大学院講義受講・研究・論文作成

2年次
連携施設・特別連携施設での研修 / 基幹施設での内科専門医研修 / サブスペシャリティ診療科研修

大学院講義受講・研究・論文作成

3年次

サブスペシャリティ診療科研修
（充足していない領域をローテーションする場合あり） 終了認定

大学院講義受講・研究・論文作成

4年次
内科専門医取得のための筆記試験

大学院講義受講・研究・論文作成
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連携施設

連携施設

聖マリアンナ医科大学病院、川崎市立多摩病院、

聖マリアンナ医科大学東横病院、横浜旭中央総合病院、

聖隷横浜病院、稲城市立病院、新百合ヶ丘総合病院、

亀田総合病院、横浜労災病院

特別連携施設

聖ヨゼフ病院、左近山診療所、オカダ外科医院、

静岡医療センター
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本給 年度概算額

1年目 200,000円 3,741,600円

2年目 210,000円 4,404,000円

3年目 220,000円 4,524,000円

4年目 230,000円 4,644,000円

待遇

※年度概算額は、本給、賞与、宿日直手当(月4回)を含めて計算しています。

また週1回の外勤先からの給与は含みません。

その他手当(住宅手当、家族手当、通勤手当、宿日直手当)

賞与 年2回

社会保険 健康保険・年金(日本私立学校振興・共済事業団)、雇用保険、労災保険

任期付助教[大学院生を除く]



各科のご紹介です



呼吸器内科 部長：駒瀬裕子（病院教授）
スタッフ：5名

特 色：
横浜市西部地区における呼吸器内科の中心的な役割を担っています。
慢性疾患から急性疾患まで呼吸器内科全般の幅広い疾患を扱っています。
全国で唯一、慢性呼吸器疾患患者の連携パスを用いて、地域の先生方と積極的な連携を行っています。

【経験できる内容】

当院は、大学病院である一方で、横浜市西部地域の基幹病院でもあるた
め、特殊疾患に対する専門性の高い医療と、市中病院のような一般疾患
に対する診療の両面を経験できます。

１）気管支喘息：ガイドラインに則り、呼気NO、呼吸機能、気道過敏性検査、

強制オシレーション検査など最新の診断機器を用い、正確な診断を心がけて
います。最新の治療である分子標的薬および気管支サーモプラスティー（大
学病院と共同研究）にも取り組んでいます。また、最も重要な吸入指導は、
地域薬剤師会の協力で全国的な普及活動の中心となっています。
２）慢性閉塞性肺疾患（COPD): 薬物療法だけではなく禁煙やリハビリテー

ションも重要です。理学療法士、看護師、ソーシャルワーカー、栄養士と連
携をとって患者さんの生活を支えます。

３）肺癌： 気管支鏡などを用いて正確な診断に努めています。気管支鏡は
超音波装置を用いて精度を向上させています。呼吸器外科と放射線治療設備
がないため、主に３、４期の肺癌の治療は外来を中心に行っています。
TORG, WJOGなどのグループに属して、最新の化学療法の臨床研究に参加し
ています。

４）間質性肺疾患：原因を解明しそれにあった治療を行う事が非常に重要と
考えています。

神奈川県立循環器呼吸器病センターと連携し患者さんの正確な診断、治療を
行っています。

５）その他、気胸、肺血栓塞栓症、感染症など呼吸器疾患全般に関して扱っ
ています。

【地域、多職種の連携】
喘息、COPD、間質性肺炎について、地域医と連携パスを用いた双方向連携
を行っています。

年に一度当院での正確な評価を行い、通常治療は地域医が担当、悪化時は当
院が応需するシステムです。10年の実績があり、全国でも有数の病診連携シ

ステムです。薬剤師、理学療法士、看護師、栄養士も積極的に連携パスの患
者さんに関わっています。

経験できる症例数（平成28年度）
年間外来患者数9,293 人、
新患者数：1,217 人、
入院患者数：延べ6,962人、
気管支鏡症例数：212例
所属、参加する学会
日本内科学会
日本呼吸器学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本アレルギー学会
日本肺癌学会
日本感染症学会
日本呼吸器ケアリハビリテーション学会
米国胸部学会（ATS)
欧州呼吸器学会（ERS) など

指導体制：
日本内科学会
日本呼吸器学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本アレルギー学会
日本感染症学会
がん治療認定医機構

指導医 / 専門医
3 / 3
2 / 3
1 / 1
2 / 2
1 / 1
0  / 1

その他情報、問い合わせ先：
駒瀬裕子（部長、病院教授）
yukomase@marianna-u.ac.jp

取得できる専門医
呼吸器内科専門医
3年以上の日本呼吸器学会認定施設研修
25例の症例抄録（うち２例は外科紹介）
呼吸器病学関係の論文3編および呼吸器関連学会での発表3編
臨床肺機能講習会受講
アレルギー内科専門医
6年以上の学会所属および3年以上の教育施設での研修
40症例以上の診療実績（うち2例の症例報告書）
アレルギー学会の規定する50単位以上（3回以上の学術大会、講習会参加）
気管支鏡専門医
気管支鏡診療実績証明書100例以上（過去5年以上、術者20例以上，及び，認定施設で20例以上
学術集会出席2回 気管支鏡セミナー出席1回
研究業績（論文・著書・学会発表）10単位以上（過去5年間）
学術集会での筆頭発表，又は「気管支学」への筆頭著者といずれか1つ以上
認定施設での修練6か月以上
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循環器内科

不整脈 虚血性
心疾患

弁膜症 心不全

バランスの良い診療が可能です!!

・スタッフ 9名(内、女性医師3名)と中規模ながら、
それぞれの循環器分野(虚血、不整脈、心エコー、
心不全、弁膜症)に専門家を配置。
風通しの良い、偏らない循環器の経験が可能！！

・心臓血管センターとして、心臓血管外科との
連携も緊密です。

・国内学会、国際学会の演題登録も多数。
やる気ひとつで、国際学会でも発表できます！

・2019年治療成績
PCI 256例
アブレーション 135例
植え込みデバイス 73例

・施設認定
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設
日本心血管インターベンション治療学会専門医研修施設



聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

消化器・肝臓内科
診療部長：松本 伸行(准教授)
スタッフ：計６名

診療科の紹介（特色）
消化器・肝臓内科には二つの大きな特徴があります。一つ目は扱う臓器、

疾患の数が多いことです。我々は、上部消化管（食道、胃・十二指腸）疾
患、下部消化管（小腸、大腸）疾患、肝胆膵疾患を扱います。そして二つ
目は、それぞれに対する数多くの検査、治療手技が存在していることです。

悪性腫瘍を例にとれば、3人に1人ががんで亡くなる現代において、実に
その約半数が消化器癌で占められています。最新のがん統計では、食道が
ん、胃がん、大腸がんなどでは亡くなる患者さんの2～2.7倍の患者さんが
診断されています。これは、少なからぬ数の患者さんが治癒可能な時期に
診断されていることを意味します。それぞれの消化器癌を診断、治療する
ために上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、ERCPをはじめとする数多
くの検査、治療手技があります。その実体を担っているのが消化器・肝臓
内科医なのです。当然のことながら、病態によっては外科、放射線科、病
理診断科の先生方とも連携をとりながら適切な診療を提供できるよう、マ
ネジメントをしていきます。

がんの早期診断、治療は二次予防、三次予防に相当しますが、がんの一
次予防に相当するのが、ヘリコバクターピロリ感染症に対する除菌治療や、
B型、C型のウイルス肝炎に対する抗ウイルス療法などの薬物を用いた、
いわゆる内科的診療です。これも消化器・肝臓内科診療の大きな柱と言え
ます。

我々は、この他にも消化管出血、急性肝炎、急性胆管炎、急性膵炎など
の緊急性の高い疾患の診療からcommon diseaseに至るまで多くの疾患を
取り扱っています。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器・肝臓内科では、チーム
として診療に当たっており、この幅広い疾患領域をバランスよく経験する
ことができるでしょう。研修医の皆さんは各種検査手技を目の当たりにす
ることができますし、内科学会、消化器病学会、肝臓学会、消化器内視鏡
学会各学会の指導医のもと、効率的な専門医取得もサポートいたします。

消化管疾患

逆流性食道炎、胃十二指腸潰瘍、
食道・胃・十二指腸腫瘍、大腸

腫瘍（ポリープ）など

胆膵疾患

総胆管結石、急性
胆管炎、胆管腫瘍、
慢性膵炎、膵腫瘍、
膵嚢胞性疾患など

肝臓疾患

急性肝炎、慢性肝疾
患、肝硬変、肝細胞
癌、食道静脈瘤など

主に取り扱う疾患

検査件数 (平成30年度)

施設概要

専門医/指導医
日本消化器病学会 専門医：3名/指導医：3名
日本消化器内視鏡学会 専門医：2名/指導医：2名
日本肝臓学会 専門医：3名/指導医：2名

研修認定施設
上記3学会の研修施設となっております。

問い合わせ先：松本 伸行(部長、准教授)
nobu1020@marianna-u.ac.jp

上部消化管内視鏡：2678件 (治療内視鏡：120件)

下部消化管内視鏡：2250件 (治療内視鏡：813件)

胆膵内視鏡：277件 (EUS：128件)
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腎臓・高血圧内科

取得可能な主な資格

 本院とのウェブ勉強会も盛んです。
 スタッフ5名と少人数のため、
日常診療・学会発表・臨床研究等、手厚く指導致します。

2019年度実績

特色
保存期～透析導入後まで、長く、患者を診る能力が養えます

➤血液透析、腹膜透析ともに県内有数の導入件数です。
➤腎炎・ネフローゼの病理診断や治療を多く経験できます。
➤多種の手技を習得できます。部
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➤内科専門医
➤腎臓専門医
➤透析専門医
➤高血圧専門医

血液透析導入数 57例

腹膜透析導入数 10例

腹膜透析患者数 34例

腎生検数 60例

シャントPTA 267件

バスキュラーアクセスオペ件数 111件

（AVF、AVG、動脈表在化

長期留置カテーテル、その他）

CKD教育入院症例数 10例

主な参加学会
➤日本内科学会
➤日本透析医学会
➤日本腎臓学会
➤日本腹膜透析医学会
➤日本高血圧学会
➤臨床腎移植学会
➤日本腎臓リハビリテーション学会
➤アメリカ腎臓学会（ASN）



代謝・内分泌内科 部長：方波見卓行
スタッフ：5名

特 色：

サブスペシャリティーを含め専門医受験要件を早期に満たしたい先生、Physician scientistを目指す先生（臨床力も

上げたいが、臨床研究もしてみたい）には最適な研修施設です。 ここ10年、卒後3-5年目の医師が毎年1-2名当院で研

修しましたが、ほぼ全ての医師がいずれか（または複数）の専門医を一回の受験で取得しました。

【当科の特徴】
専門医機構設立後、領域によらず専門医の申請要件が厳格化

されました。しかし、当科では以下の理由により内科専門医、

糖尿病専門医、内分泌・代謝専門医の受験資格が迅速に取得

可能です。

①入院症例数が多い（500-600人/年）

②新患外来患者数が多い（1000人/年）

③偏りなく、代謝・内分泌疾患を経験可能

（代謝疾患 290名以上、内分泌疾患 290名以上）

④1型糖尿病、内分泌癌、遺伝性代謝・内分泌疾患の診療に

も注力し、多様 （高頻度の生活習慣病～稀少・難治性疾

患）な代謝・内分泌疾患を経験可能

⑤学会発表、臨床研究を積極的に行っている（15-20演題/年、

論文は英文・和文あわせて20編/年程度）

所属、参加する学会
日本内科学会, 日本糖尿病学会, 日本内分泌学会, 日本人類遺伝学会, 米国内
分泌学会など

指導体制：
日本内科学会
日本糖尿病学会
日本内分泌学会
日本人類遺伝学会

指導医 / 専門医
1 / 1
1 / 3
1 / 1
0 / 1

問い合わせ先：方波見卓行、t2kataba@marianna-u.ac.jp

【症例数（令和年度）】

・外来患者延数18,477 人

・新外来者数：1,083 人

・入院患者延数：7,245人

・新入院患者数：580人

・サンプリング検査：63名/年（副腎静脈、海綿静脈洞、甲状腺静脈）

・131I アイソトープ治療：24名

【経験できる疾患（入院）】

糖尿病（1型糖尿病：34名、2型糖尿病：266名）

間脳・下垂体疾患：55名

甲状腺疾患6名（バセドウ病、甲状腺クリーゼ）

副甲状腺疾患・Ca代謝異常：10名

副腎疾患：228名

（悪性褐色細胞腫、副腎癌を含む）

性腺疾患：3名

糖原病専門医〈日本糖尿病学会〉
学会入会歴：3 年以上
研修歴：認定数育施設3年以上
業績：筆頭者で学会発表or 論文2 編以上
診療経験：要件満たす191例以上
（うち臨床経過要約10例、病歴30例）
内分泌代謝科専門医〈日本内分泌学会〉
学会入会歴：3 年以上
研修歴：認定数育施設3年以上
業績：学会or 論文発表 5 編以上（2 編は筆頭者）
診療経験：要件満たす40例以上
（うち報告書30例）



脳神経内科 部長：大島 淳（講師）スタッフ：5名
特 色：内科専門医、神経内科専門医以外にも多岐にわたる専門医の取得が可能。例：脳卒中専門医、老年病専門医、頭痛専門医など
豊富な症例と検査技術、生理検査などの専門スタッフとの連携が学べる
大学病院でありながら横浜市西部地域の基幹病院でもあるため稀な専門性の高い
疾患への専門的医療と、市中病院のような一般疾患への診療の両面が経験できる

【経験できる症例数】；2019年度の入院症例数
脳血管障害（脳梗塞、TIA、脳出血など）：168
神経変性疾患（Parkinson病、脊髄小脳変性症など）97
発作性・機能性疾患（てんかん、頭痛など）：50
末梢神経障害（Guillain-Barré、CIDPなど）：36
自己免疫疾患（重症筋無力症、皮膚筋炎など）：12
脱髄性疾患（多発性硬化症、急性横断性脊髄炎など）10
筋疾患（筋強直性ジストロフィー、重症筋無力症、など）9
感染性疾患（Creutzfeldt-Jakob病、ウィルス性髄膜炎など）8
腫瘍性疾患（脳腫瘍、脊髄腫瘍など）4
代謝性疾患（亜急性連合性脊髄変性症 、薬剤誘発性脳症など）4
先天性疾患（脳幹形成不全、神経線維腫症）2
その他を含め、入院合計415人、延べ6,792人

［経験出来る主な内容］
正しい神経診察を学ぶ
• 問診と正しい神経診察法、
ハンマーや音叉を駆使し、責任病巣を特定する
「素手で戦える脳神経内科医」を育てます

幅広い神経疾患を学ぶ
• 脳血管障害、てんかんなどの主要な疾患から

Parkinson病、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症といった難病指定疾患まで、
幅広い神経疾患を
数多く経験できます。特に希少疾患の症例数は少なくなく、専門医を取得する上で
西部病院での
研修は良い経験になると考えます

各種検査を学ぶ
• 筋電図、神経伝導検査、脳波検査といった電気生理学的検査だけではなく、頸

動脈、経食道超音波検査など、各種検査を自ら実践して評価することが可能とな
れるようアドバイスできる専門医が揃っています

多職種チーム連携を学ぶ
• 患者の日常生活をイメージし、生活環境を整えることも重要な役割です。このため、

看護師、リハビリ、ケアマネージャーなど、他職種との連携が非常に大切となりま
す。

経験できる症例数（令和元年度）
年間外来患者数10,468人、
新患者数：672人、
入院患者数：延べ6, 792人、
入院患者総数：415人

所属、参加する学会
日本内科学会
日本神経学会
日本脳卒中学会
日本老年医学会
日本リハビリテーション医学会
プライマリーケア学会 など

指導体制：
日本内科学会
日本神経学会
日本脳卒中学会
日本老年医学会

指導医 / 専門医
1 / １

1 / 3
1 / 2
1 / 1

その他情報、問い合わせ先：
大島 淳（部長、講師）
ohshima@marianna-u.ac.jp

取得できる専門医
神経内科専門医
3年以上の神経学会認定施設研修
10症例の病歴要約
学会所定の研修カリキュラムに従い、神経診察・治療、電気生理検査、生検など、
臨床研修の修了
日本内科学会認定内科医を取得していること が必要です
脳卒中専門医
通算3年以上学会認定研修教育病院での研修歴（初期研修含まず）
申請時に脳卒中診療に従事していること
過去10年間に経験した10例の脳卒中症例の病歴要約
40症例以上の診療実績（うち2例の症例報告書）
日本脳卒中学会、日本脳卒中の外科学会またはスパスムシンポジウムでの１回
以上筆頭演者としての発表
認定施設での修練6か月以上
老年病専門医



大学病院と地域の基幹病院、両方の機能を併せてもつ聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院の血
液内科として、我々はその長所を最大限に生かせるように日々努力を重ねております。

臨床面では、“少しでも血球異常を認めましたら・・”と近隣医療機関に投げかけ、初期の血液疾
患患者の発見につとめ、多種、多人数の血液疾患患者を診療し、成果をあげております。

研究面では、多施設共同研究を含め常に3-4件の臨床試験を走らせております。その成果は学会に
報告し、さらに英語論文出版、年最低1件を目指しております。

みどりに囲まれた環境で、最新の血液学を、さらに一歩進めるため、あなたのお力を貸し願えませ
んか？

臨床実績 新外来患者数354 人、外来患者延数7,339 人、新入院患者数257 人、入院患者延数
5,584 人。新規患者数は急性白血病24  人、慢性骨髄性白血病9 人、悪性リンパ腫49 人, 多発性骨
髄腫15 人、骨髄異形成症候群36 人でした。これまでに自家末梢血幹細胞移植95 例、血縁者間同種
末梢血幹細胞移植33 例（血縁者間HLA半合致移植2例）、臍帯血移植30 例を行っております。造
血器腫瘍に対して行った化学療法は、外来1033 件、入院490 件でした。（2019年4月～2020年
3月）

研究業績（2018年～）：学会発表4件

Matsunawa M, et al. Clinicopathological analysis of non-infectious pulmonary 
complications with MDS.  日本血液学会総会、優秀ポスター賞受賞

：論文1件

Inoue Y, et al. Efficacy of Recombinant Human Soluble Thrombomodulin in Treating 
Disseminated Intravascular Coagulation Complicating Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation

Acta Haematol. 2018

血液内科



リウマチ・膠原病内科 スタッフ：３名

診療科の特色
1) SLEをはじめ多くの膠原病と血管炎症候群患者が多く通院。入院症例も豊富です。
2) 自己免疫疾患は全身疾患であるため、専門的な知識を習得しながらプライマリケアも行い

ます。
2) 分子標的薬を中心とした最新の関節リウマチ治療症例多数。
3) 日本リウマチ学会教育施設。専門医取得にむけて研修できます。
4) 初診の症例も豊富に経験できます。

＜外来＞
1) 年間新患数 486 名
2) 疾患別 通院患者数
① 関節リウマチ

（患者数1093名）
② 膠原病・血管炎

（指定難病500名）
全身性エリテマトーデス 139例
多発性筋炎／皮膚筋炎 79例
強皮症 73例
血管炎症症候群 44例
Behçet 病 25例
悪性関節リウマチ 19例
混合性結合識病 13例
成人still病 6例

経験できる症例数

自己免疫疾患はとっつきにくい！？
むしろ強みにしませんか😊😊

全身を診られるようになりたい方におすすめです。

＜入院＞
年間新入院患者162名

これだけでも多いですが、
本院と合わせると全国トップクラスです！

見学お待ちしてます♪
診療責任者：伊藤彦（副部長）

gen-i@marianna-u.ac.jp





St. Marianna University School of Medicine
Yokohama City Seibu Hospital 

内科後期研修医室



内科後期研修医室の風景
その2
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