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済生会山形済生病院理念

MISSION
「仁」・・・愛と思いやりの医療を提供します

VALUE
安全で質の高い医療
誠実で信頼される医療
連携に基づくチーム医療

地域包括ケアシステムの構築

VISION
急性期から在宅まで地域で安心して暮らせる医療に貢献します

患者さんより信頼の得られる病院を目指します

済生会とは
済生会は、明治天皇が医療によって
生活困窮者を救済しようと明治44年に
設立しました。
100年以上にわたる活動をふまえ、今、
次の3つの目標を掲げ、日本最大の社会
福祉法人として全職員約59,000人が、
40都道府県で医療・保健・社会福祉活動
を展開しています。

●生活困窮者を済（すく）う
●医療で地域の生（いのち）を守る
●医療と福祉、会を挙げて切れ目の
ないサービスを提供

病、老い、障害、境遇......悩むすべてのいのちの虹
になりたい。
済生会はそう願って、いのちに寄り添い続けます。

病院概要
山形県唯一の公的医療機関として、済生会設
立の本旨である無料定額診療などの福祉医療
をはじめ、村山2次医療圏の中核的病院とし
て高度・急性期医療を中心に地域医療を担う
他、バングラディシュの病院への医療支援を
通じて国際協力にも力を注いでいます。
予防医学では人間ドック、脳ドックはもとよ
り、生活習慣病患者が利用する健康増進セン
ターを付設、PET/CT センターを開設し、がん
の早期発見に大いに寄与するPET/CT装置を2
台導入しました。検診だけでなく、病診・病
院連携にも大きな貢献を果たしており、県民
医療のレベルアップに繋がっています。

◆病床数

◆医師数

◆診療科目

４７３床

５６人

整形外科、内科（循環器・呼吸器・消化器
神経・糖尿病/内分泌・腎臓/透析）、外科、
産婦人科、小児科、脳神経外科、心臓血管
外科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、皮膚
科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、リウマ
チ、リハビリ

診療ＤＡＴＡ（平成29年度実績）
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指導医からの言葉

先輩からのメッセージ

内科 杉山 琢真（H28年獨協医科大学卒業）

山形済生病院で初期研修を修了した杉山琢真と申します。
より大規模な病院で内科の後期研修中の今、済生病院での初期研修という選択が
正しかったと実感できる充実した日々を送っています。
済生病院は研修医1人当たりの症例数が確保されている上、ベテランで人望の厚
い先生方に師事することができます。初期研修は何事も貴重な学びの機会と捉え
て、専攻科の勉強と同等に他科の勉強も重視しなければなりません。初期研修中
に外科系の症例も豊富に経験できたことが、診療の大きな糧になっています。救
急外来においてはcommon diseaseを中心に多くの症例を経験し、研修医自ら診
察・検査・治療を行いながら、その場で指導医のフィードバックを受けられる点
が特徴です。
済生病院は各部門の繋がりが強く、良好なチームワークの中で研修医をサポート
してくださる土壌があります。アットホームな病院の雰囲気や環境は一朝一夕に
築き上げられるものではなく、山形済生病院の長い歴史の中で先輩方が築いてこ
られた誇れる伝統です。
医師として研鑽を積みながら、人間性を磨くことのできる環境であったことに感
謝しています。山形済生病院での研修をお勧めします。

臨床研修プログラム責任者
副院長 福島 重宣

昨今の医療は超高齢化、少子化、認知症対策と、
急性期のみの研修では不十分になっています。当院
の特徴は急性期医療を中心に地域包括ケア病棟、回
復期病棟を運営し、今後の医療の変化に対応してお
ります。
急性期では日本屈指の手術件数を持つ整形外科、

Varix治療の血管外科、又、東北屈指のお産件数の産
婦人科が活躍しております。
さらに100人近くのスタッフを抱えるリハビリテー
ション部を持ち、内科、整形外科、脳外科ばかりで
なく産科、NICUと多岐にわたる活動を行っており
ます。

2006年より、研修医の公募を始め、基幹型・協力
型を含めると、８５名もの研修医がたくましく成長
する姿を見てきております。
病院の規模としては大きくありませんが、家庭的

な雰囲気の中で多くのことを学ばれています。
全国組織の済生会病院のスケールメリットを生か

し、小樽、水戸、宇都宮済生病院での地域医療研修
も行っており、一つの病院の考え方にかたまらず、
多くのことが吸収できます。中規模病院のメリット
を生かし指導医とのマンツーマン指導体制のなか、
充実した研修生活と成果が得られると確信しており
ます。



研修プログラム

1年次

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

内科 救急部門 選択必修

選択必修 地域医療 選択科

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 外科 心外 内科
麻酔科
（山形）

整形 小児科 産婦人科

外科
地域

（小樽）
泌尿器科

形成外科
（水戸）

精神科 脳外
呼外

（宇都宮）
外科

●基本スケジュール

●モデルケース

※研修スケジュールは、それぞれの希望を踏まえて決定します。

1年次に内科6カ月、救急部門3カ月、2年次には地域医療1ヵ月を必須とする。
2年次の選択科では将来の進路に応じた研修プログラムが可能となっている。
下記の協力病院から選択し専門性の高い研修が可能。

研修プログラムの特徴

《指導体制》

山形済生病院は上級医
が後輩医を指導する、
屋根瓦方式を採用して
いる。研修医1年次を2
年次が、さらにそれを
各科の専攻医がそして
指導医が指導する。

《研修医勉強会》

1年次

2年次

協力病院・施設一覧

山形大学医学部附属病院
千歳篠田病院
白鷹町立病院
小白川整形
銅町佐藤眼科
介護老人保健施設フローラさいせい
特別養護老人ホームながまち壮

《県内》 《県外》

済生会小樽病院（北海道）
済生会岩泉病院（岩手県）
済生会宇都宮病院（栃木県）
水戸済生会総合病院（茨城県）

小樽での地域医療研修

《資格取得》

《自由度の高い
研修プログラム》

小樽での地域医療研修は、研修医の希望に
合わせ診療科を選択でき、観光地としても
人気があります。

縫合手技トレーニングや
腰椎穿刺・気道確保ト
レーニング、漢方の基礎
など、研修医の希望に合
わせ週1回開催している。

BLS、ITLS、ACLS
JPTECなどの資格を
取得できる。

将来の専門性を見据えた
スケジュール設定ができる



研修医処遇

福利厚生・充実した設備

給与・勤務

身 分：済生会山形済生病院職員（正職員）
給 与：1年次・月額約450,000円※手当含む

賞与（6月）200,000円 （12月）400,000円 ◆年収見込600万円程度
2年次・月額約520,000円※手当含む

賞与（6月）200,000円 （12月）400,000円 ◆年収見込690万円程度
勤務時間：平日8：45～17：00 ・ 土曜日8：45～12：30
休 日：第2・4土曜日、日祝日、年末年始（12/29～1/3）、創立記念日（10/15）

有給休暇、特別休暇 ※就業規則に準ずる
その他 ：健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労災保険、年2回の健康診断

医師賠償保険（病院加入）、学会・研究会への参加（助成あり）

宿舎・ドミトリー済生
月額30,000円（駐車代・上下水道代含む）

売店 レストラン 院内保育所

研修医室

《その他福利厚生》
・済生会グループ保険

・財形貯蓄制度
・生命保険団体加入
・病児保育所おひさまルーム
・ PET/CT検査職員家族割引
・健康増進センターめぐみ職員割引
・冠婚葬祭特別優待サービス
・モンテディオ山形賛助会員
・互助会
（冠婚葬祭の各種給付金、医療費一部給付）

・山形いきいき子育て応援企業
「優秀（ダイヤモンド）企業」認定
・ﾊﾞｽﾗﾎﾞ山形ﾜｲｳﾞｧﾝｽﾞｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ

PET/CTセンター 健康増進センターめぐみ 南館（H29.12完成）
老人介護福祉施設フローラさいせい併設

医局



イベント・クラブ活動

おすすめ観光地

フルーツ王国
山形

なんといってもやっぱりサクランボ🍒

旬は6月中旬～7月下旬で、サクランボ狩りや、
季節限定デザートなど楽しめます。

ラーメン大好き！山形県民

ラーメン消費量日本一を誇る山形県。
全国的に有名な赤湯「龍上海」のか
らみそラーメンや、夏限定冷たい
ラーメンなど様々なラーメンが味わ
えます。

全市町村から温泉
が湧き出る山形県。
県内どこへ行って
も地域ごとの「温
泉街」があります。
中でも有名なのは、
「千と千尋の神隠
し」のモデルの1つ
となった銀山温泉。
ノスタルジックな
街並みと乳白色の
温泉で疲れた体を
癒してくれます。

山形は日本で有数の温泉地

冬のイベントも盛りだくさん

ウィンタースポーツはもちろんのこと、冬も沢
山のイベントがあります。県内各地の雪まつり
や、東北最大のスノーリゾート地として知られ
る蔵王では、「樹氷」を見ることができます。
ナイトクルーザー号に乗り、間近で樹氷を体験
してみてはいかがでしょうか。

登山部

ソフトボール部忘年会

レジナビ バスケ部

院内にはさまざまなクラブ活動やイベントがあり、職種を超えた交流が盛んに行われています。
レジナビや済生会学会、花笠まつりなど研修医の活躍する場もたくさんあります。

院内BLS講習会 花笠まつり

なでしこ懇親会済生会学会

山形の酒蔵・ワイナリー

幻の日本酒と言われる「十四代」や、地元の
ぶどうにこだわって醸造する「高畠ワイン」。
高い品質と知名度を誇る銘酒として全国的に
広く知られています

サッカー部



病院見学随時受付中
詳しくはホームページをご覧ください

http://www.ameria.org
臨床研修担当
医局秘書 足立和子

T  E  L ：023-682-1111
E-mail：rin-ken@ameria.org山形済生病院

交通・アクセス

シャトルバス案内

※時刻表は病院ホームページをご覧ください
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恩賜
財団

〒990-8545

山形県山形市沖町79番1
TEL：023-682-1111
FAX：023-682-0122

https://www.facebook.com/yamagata.saisei/

URL http://www.ameria.org/

山形済生病院
キャラクター なでりん


