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新しい街の 新しい病院
北九州市小倉北区城野ゼロ・カーボン先進街区

地上7階建ての免震構造で、新しい医療に対応すべき最新鋭の設備・機器を導入し、低侵襲の診断や医療を提供しています。
※城野ゼロ・カーボン先進街区とは、JR城野駅北側にエコ住宅や創エネ・省エネ設備といった、低炭素技術や方策を総合的に取り入れた先進の住宅街区です。

社会医療法人 北九州病院 北九州総合病院
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<臨床研修管理委員会事務局>
担当：木ノ下 五郎

E-mail g-kinoshita@kitakyu-hp.or.jp

〒802-8517北九州市小倉北区東城野町1-1 TEL050-3734-1082 FAX093(922)7208

レジデントハウスは、徒歩1分の新築マンション(1K～1DK)を準備しています

＜病院見学のご案内＞ 病院見学は随時行っています、お気軽にご連絡ください

JR城野駅と病院を結ぶペデストリアンデッキ 大空間のエントラスホール 全室個室病棟 ベットサイドに窓、壁掛け
テレビ、収納冷蔵庫、トイレ、洗面台 完備

総合医局、研修医も総合医局内です 充実した講堂 病院1階コンビニエンスストア「ローソン」



研修ローテーション 各自の目標とする医師像に向けローテーションが作成できます

指導医のもと、手技等はどんどん実践して経験してもらいます
各診療科の指導医または、外部講師による研修医レクチャーを毎月開催しています
その他CPC、各種カンファレンス、勉強会も随時開催しています

初期研修医採用実績 ※＋は協力型となります

９名採用(男性7名、女性2名)平成26年度 ９名採用(男性7名、女性2名)＋長崎大学１名平成29年度

産業医科大学････２名 岐阜大学･････１名
徳島大学 ･･･････１名 愛媛大学･････１名
広島大学 ･･･････２名 熊本大学･････２名

出身大学

８名採用(男性6名、女性2名)+熊本大学１名平成27年度

産業医科大学････３名 長崎大学･････１名
大分大学 ･･･････１名 鹿児島大学･･･１名
広島大学 ･･･････１名 福岡大学･････１名

出身大学

1年次は 基礎研修を重点的に行い、1年間を通して基礎臨床能力を身に付けます

2年次は ・1年次の指導的役割を果せるよう、臨床能力身に付けていく（屋根瓦方式）
・2年目は小児科1ヶ月、産婦人科1ヶ月、精神科1ヶ月、地域医療1ヶ月を必須とする
・選択科では後期研修を見据え各自の目標に沿った研修を実施
・選択科で、内科、外科、救急科、麻酔科、整形外科、小児科、形成外科、脳神経外科、
耳鼻咽喉･頭頸部外科、産婦人科、泌尿器科、放射線科、病理診断科、精神科(外部)、眼科(外部)から選択可能

初期研修医2年次ローテーションモデル

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

外科 内科 形成外科 地域医療 精神科 麻酔科 放射線科 小児科 産婦人科 救急科 整形外科 外科
2年次

研修医A

研修医B

9名採用(男性4名、女性5名)+熊本大学１名平成28年度

産業医科大学･････２名 熊本大学･････１名
鹿児島大学 ･･････２名 山口大学･････１名
大分大学･････････１名 福岡大学･････１名
佐賀大学･････････１名

出身大学

出身大学

産業医科大学･････１名 熊本大学････１名
鹿児島大学･･･････１名 佐賀大学････１名
久留米大学･･･････１名 長崎大学････１名
兵庫医科大学･････１名 三重大学････１名
東京医科大学･････１名

９名採用(男性5名、女性4名)＋熊本大学１名平成30年度

出身大学
産業医科大学･････３名 熊本大学････１名
鹿児島大学･･･････２名 佐賀大学････１名
久留米大学･･･････１名 山口大学････１名

９名採用予定(男性7名、女性2名)＋熊本大学２名平成31年度

出身大学
産業医科大学･････３名 熊本大学････２名
佐賀大学･････････２名 長崎大学････１名
山梨大学･････････１名

救命救急センター実績 平成30年
救急車搬入台数

5,829台
救急患者数

23,471名
三次患者数

525名(CPA112名)
災害拠点病院
日本DMAT認定施設
派遣型救急ワークステーション

Kitakyushu General Hospital

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

1年次
内 科　6ヶ月 救急部門　3ヶ月 外 科　3ヶ月

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

小児科
1ヶ月

産婦人科
1ヶ月

精神科
1ヶ月

地域医療
1ヶ月

2年次
選　択　科

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

内科 内科 地域医療
耳鼻咽喉・

頭頸部外科
外科 病理診断科 産婦人科 小児科 救急科 脳神経外科 精神科 内科

2年次

※2年間通して救急日当直研修（当直1回/週、日直1回/月)を行います



チャレンジしていける実力と自信をもった研修医を育成します

研修目標

プライマリーケア、救急医療を全人的医療を行うために、
必要な基本的診療能力（態度・技能・知識）を身に付ける

研修医教育ポリシー

リードできる存在になる
2年間のうち1年目で集約的に教育し、2年目には1年生の指導
的な役割を担えるレベルに達成させます。

実践して学ぶ
指導医のもと、豊富な症例と対応能力を実践しながら経験
してもらいます。

愛される環境を作る
教育にもっとも重要なのは、研修医が院内の皆から愛される環境
を作ることです。そのような環境作りに、全職員でサポートします。

院長からのメッセージ

研修医からのメッセージ

新病院となった北九州総合病院で素晴らしい仲間と伴に多くの経験を積みませんか
医師としての新しい一歩を踏み出しましょう
〜 来れ、新しくうまれかわった北九州総合病院へ 〜

2016年5月1日、小倉北区城野ゼロカーボン地区に北九州総合病院がオープンしました。JR城野駅と
ペデストリアンデッキで結ばれた最新の設備と素晴らしい環境を皆さんへ提供します。

当院の特徴は指導医、専門医のもとで２年目の研修医が１年目を、後期研修医が初期研修医を教
育する屋根瓦方式を採用しています。また、救命救急センターの指定を受けており、救急医療、外来、
病棟と三位一体の研修が提供でき、また救急医療から専門領域の疾病まで経験できる環境を整えてい
ます。我々の施設では如何に初期研修から後期研修までを通したなかで、優れた人材の育成を図る事
を第一に考えています。プライマリーケアを中心とした医療や各分野における基本的な診療技術•倫
理を修得し、common diseasesの対処や1次から3次救急を中心とした研修プログラムを構築していま
す。特に「鉄は熱いうちにうて」の諺があるように、初期研修の2年間は医師の基礎を作る大切な期
間で、研修医の先生達が率先して技術の取得が出来る環境づくりを病院全体で構築し、楽しくやり甲
斐のある研修を提供しています。
是非、北九州総合病院の初期研修プログラムに参加して、すばらしい仲間と伴に医師の第一歩を踏

みだして下さい。そして後期研修プログラムにチャレンジして更に専門医習得を目指して下さい。当
院で研修して下さる事を心からお待ちしています。

屋根瓦式の教育体制が整っています
私がこの病院を選んだ理由は、2度の病院

見学で研修医の先生が以前より力をつけてい
ると感じたからです。実際に屋根瓦式の教育
体制が整っており、様々な手技や症例に対し
て実践的に研修ができます。同期と共に日々
学んでいます。また病院全体が研修医を温か
くも守ってくれ、様々な職種の方と相談しや
すい環境です。是非、見学に来て当院の雰囲
気を感じてください。仲野 優

(山口大学卒)
平成30年医師免許取得

自ら考える力がつきます
私がこの病院を選んだ理由は、総合医局であ

り誰にでも相談しやすいこと、雰囲気の良さ、
研修医が主体性をもってやっている姿を目にし
たからです。実際、研修医が自分で考え治療に
あたること、それを上級医に相談し、フィード
バックがあることで自ら考える力がついたと思
います。様々な手技も経験できる環境が整って
います。2年間という短い期間でしっかり学べ
る環境があるこの病院で一緒に実りある研修を
しましょう！

宮本 智成
(産業医科大学卒)
平成30年医師免許取得

永田 直幹
病院長
臨床研修総括責任者


