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いざという時にも寄り添える存在に
地域住民の方々に頼られる病院を目指して
現病院は平成22年に新築され屋上にヘリポートを有する11階建てで、病床数335床、全職員数約600名の
中規模病院ですが地域の基幹病院として地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母
子医療センター、災害拠点病院、基幹型臨床研修指定病院および臓器提供施設などの指定を受けております。
救急医療では年間約2500台の救急車と、9000名超の救急患者さんに対応し、また、16名のDMAT隊員
を中心として災害時医療に関しても充実を図り、地域住民の皆様が安心して生活をおくっていただけるよう
な体制を整えております。

診療面では複数科の医師が協力して、がん患者さんのトータルケアを目指した「がんセンター」、整形外科医と
リウマチ専門医を中心とした「関節治療センター」、産婦人科医と小児科医を中心とした「地域周産期母子
医療センター」の3つのセンターを中心とし、医師とコメディカルの多職種によるチーム医療をより充実させ、
安全で質の高い医療を提供しております。

また、初期研修医および医学部生の臨床研修病院として十分対応するために院内に臨床教育センターを
設置し、徳島大学教養教育院の岩田貴教授や徳島大学卒後臨床研修センターの西京子副センター長にも
メンバーとして加わっていただき、研修医の先生にはより多くの臨床経験を積んでもらうことに重きをおいて、
研修プログラムを少しでも魅力あるものにしていくように務めております。さらに、院内保育所を平成30年に
新たに開設し、子育て中の医師がより働きやすくなるように環境も整えました。

当院の研修モットーは「研修は厳しく、しかし楽しく」です。医師としては、患者さんの立場に立った優しい心
を持ち、社会人1年目としては、社会に貢献できる常識を持った社会人に育つように指導を心がけております
ので、是非一度、見学・研修にお越し下さい。

徳島市民病院
院長

三宅 秀則
MIYAKE HIDENORI

CompassionCompassion思いやり思いやり
TrustTrust信頼信頼
ReliefRelief安心安心

病
院
の
理
念

徳島市民病院
Tokushima Municipal Hospital

徳島市民病院は地域住民とともに歩む公立病院です。
地域の皆さんに信頼され、質の高い医療を継続的に提供できる施設として、
公共性と経済性に配慮し、病院の経営健全化にも力を注いでいます。

徳島の医療を支える公立病院

TokushimaMunicipal HospitalTokushimaMunicipal Hospital
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病院概要 H ospital 0verview

01.基本方針

一、医療の安全管理を徹底し、患者中心の医療を行います。

一、救急医療を含めた急性期医療と高度で専門性の高い医療を提供します。

一、地域医療向上のため連携を密にし、教育と研修に努めます。

一、災害時の救急患者の受け入れなど災害救急医療に対応します。

一、公共性と経済性に配慮して、経営の安定化に努めます。

02.医療安全管理

医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意が、予期しない状況や、医療上望ましくない事態を引き起こし、患者さまの健康
や生命を損なう結果を招くことがあります。

病院および病院職員には、患者さまの安全を確保するための不断の努力が求められており、日々検討を積み重ねる中で、患者さま
に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築していくことが必要です。

当院では、このような考え方のもとに、職員個人レベルでの事故防止への取り組みと、病院全体での組織的な事故防止対策の二つ
の対策を推進することによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して医療を受けられる環境づくりを進めています。

04.病床数・診療科など

0３.救急外来

医療安全を対当する医療安全管理室を設置しています。また、各診療科や看護単位ごとに医療安全推進担当者（セーフティマネー
ジャー）を配置し、各職場における医療体制の改善やインシデント、アクシデント、クレーム、合併症・副作用情報の収集などに
あたらせています。

また、セーフティマネージャーなどから構成する安全管理委員会、その下部組織である医療安全管理部会を設置し、各種マニュア
ル類の検討や、発生したインシデント（※注）やアクシデント、クレームをもとにした業務改善の検討を行うともに、職員への周知
を図っています。

※注　インシデントとは、一歩間違えば事故になる可能性があったような事例のことです。当院では、些細なインシデントであっても
報告するよう職員に奨励しており、病院全体で改善策を検討し、全職員に周知することにより、安全管理体制の向上を図っています。
なお、インシデントやアクシデントなどの報告を容易にするため電子カルテ上に報告・伝達システムを登載しています。 

救急外来は地域の医療機関と連携し、役割分担を図りながら、緊急な治療を必要とする患者
さま（二次救急）を中心に受け入れを行っています。また院内トリアージを行い、適切な救急
対応が行えるように努めています。
平成24年よりICLSコース開催しています。

病床数

診療科

職員の状況

臨床指標

６４５人（医師数：７５人、指導医数43人）※令和3年4月1日現在。指導医数は指導医養成講習会修了者の人数。

一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

平均在院日数

年間手術件数

分娩件数

救急医療

248.3人

432.5人

10.8日

3,938件

550件

二次救急

救急患者総数

救急搬送数

7,072件(1日平均19.3件)

2,439件(1日平均6.7件)

335床　(一般病床271床、 回復期リハビリテーション病床：40床、緩和ケア病床：24床）

（令和 2年度実績）

・内科
・呼吸器内科
・循環器内科
・消化器内科
・血液内科
・糖尿病・代謝内科
・内視鏡内科
・腫瘍内科

・血液腫瘍内科
・緩和ケア内科
・腫瘍精神科
・リウマチ・膠原病内科
・外科
・呼吸器外科
・消化器外科
・甲状腺外科

・乳腺外科
・大腸・肛門外科
・肝臓・胆のう・膵臓外科
・内視鏡外科
・腫瘍外科
・整形外科
・形成外科
・脳神経外科

・皮膚科
・泌尿器科
・産婦人科
・婦人腫瘍科
・小児科
・耳鼻いんこう科
・眼科
・リハビリテーション科

・放射線科
・麻酔科
・病理診断科
・臨床検査科
・心臓血管外科
　（外来のみ）

組織体制の整備
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01.研修プログラムの特色

研修プログラム P rogram

研修プログラムの特色について
医師としての人格を涵養し、将来の専門性に関わらず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気
や病態に適切に対応できるように、プライマリーケアの基本的な診療能力（態度、技能、知識）を身につけることを目的とします。

徳島大学病院及び臨床研修協力施設と協力して臨床研修を行う。内科２４週、救急部門１２週（うち８週は麻酔科４週、２年次の
当直勤務４週を換算）、外科８週、小児科８週、産婦人科８週、精神科４週、一般外来４週及び地域医療４週を必修とし、残りは
選択必修科及び選択科の研修を計３６週行う。地域医療研修では、県内で在宅医療を行っている診療所などで研修を行う。

しっかりとした経験を積むためのプログラムです

臨床教育センター長

田村 公一
TAMURA KOICHI

02.徳島市民病院が担う医療について

症例ごとの治療をするために
近年ますます複雑・多様化するがんの
治療法に対してより正確な治療をするために、
症状や治療法に応じたさまざまな設備を
備えています。
センターには、センター長と副センター長を
置き、曜日によって各診療科の医師が診察を
担当しています。

各科が協力して綿密な治療を
関節治療センターは、様々 な関節疾患に対し、
整形外科、リウマチ・膠原病内科、リハビリ
テーション科が綿密に連携し、一貫した
治療を行なう県内唯一のセンターであり、
日常生活動作や仕事などに支障を来した
患者さんの生活の質を改善することが、
当センターの最も重要な使命です。

母体と胎児のもしもを守る
地域周産期母子医療センターは、産科と
新生児医療を担当する設備等を備え、
周産期(妊娠中期から出産後数日)に係る
比較的高度な医療行為を行うことができる
医療施設であり、地域周産期医療関連
施設等からの救急搬送や総合周産期母子
医療センターからの戻り搬送を受け入れる
など、総合周産期母子医療センターや
その他の地域周産期医療関連施設等との
連携を図っています。

がんセンター 関節治療センター 地域周産期母子医療センター

思いやり、信頼、安心。これが徳島市民病院の理念です。職員全員が一丸となって、この病院があるから
この町に住みたいと思われる病院作りを目指しています。そしてモットーは「仕事は厳しく、しかし絶対に
楽しく」です。このことは、みなさんの研修においてもかわりはありません。
当院における必修科目の研修期間は、内科24週、救急12週（うち4週は麻酔科、4週は2年次の救急当
直）、外科8週、産婦人科8週、小児科8週、精神科4週、地域医療4週および一般外来4週です。地域医療
は県南や県西、県北部の病院、徳島市内の病院や診療所の協力を得て一般外来や在宅医療での研修を行
います。必修診療科が終了した残り期間は、院内の全ての診療科から研修医各自が自由に希望する診療科
で希望する期間の研修ができます。詳細については募集要項に、スケジュールパターンとともに掲載されて
いるので検討してみてください。
基幹となる内科研修では、一般内科、消化器、呼吸器、循環器、糖尿病・内分泌、血液と専門別にマン
ツーマンでの研修を受けることができます。専門別のカンファランス以外にも毎週開催されている内科全
体のカンファランスでは指導医によるレクチャーが行われます。救急では内科あるいは外科の指導医のも
とで初期対応を行い、地域医療では協力施設のもとで病院と連携した診療を経験します。外科や整形外
科では手術症例が非常に多く、若手医師に術者としての経験を積んでもらう方針から、初期研修医にも積
極的に手術に参加してもらっています。研修医は上級医に指導を受けながら、術前にカンファランスにおい
て症例提示を行います。病歴、現症、画像所見から術式を決定していくまで、外科系医師にとって非常に
重要な過程を学ぶことになります。産婦人科では、徳島県のトップクラスの分娩数を扱い、周産期医療の
中心的役割を果たしており、この経験を積むことができます。Cancer Boardでは院内全職種を交えての
研修を行っています。
各診療科の研修以外には、蘇生トレーニングコースのICLS（Immmediate　Cardiac　Life Support）や
AEDを利用した救急救命講習会へ参加していただきます。当院は災害拠点病院に指定されていること
から、遠くないかもしれない将来に備えて、3チームのDMATのメンバーにより災害医療の訓練が毎年準備
されており、これにも他職種とともに参加していただきます。診療手技のシミュレーションでは、徳島大学の
医療教育開発センタースキルラボを利用しての研修が行われ、CVカテ挿入、胸腔ドレーン留置、腰椎穿刺や
挿管実習の講習会が実施され、ビデオフィードバックも行われ、振り返りに役立っています。院外から救急
医療の専門医を招聘しての研修医向けの勉強会や院内の各診療科が準備したモーニングセミナー、臨床
検査・病理部門による臨床病理症例検討会、病理セミナーも定期的に行われています。2015年秋から
臨床教育センターが設置され、徳島大学医療教育開発センターおよび徳島大学病院との連携により卒前
から卒後の臨床医学にかかる実習や研修の質の確保や向上を目指しています。副教育センター長をつとめる
大学の教員からの指導も行われるようになりました。学術活動も積極的に支援しており、論文作成や学会
発表を全員が行っており、国際学会にも参加しています。
研修以外の行事としては徳島ならでは阿波踊りがあり、市民病院として100名近くの人数で踊りの連を
つくり参加しています。医局が主催し病院全体が参加する夏のビアパーティーをはじめとする各種のリラッ
クス行事にも積極的に取り組み、モットーの「楽しく」の部分を守っています。
臨床研修制度が開始されてから、徳島市民病院において当院を基幹型として初期研修を行った51名
のうち、44名（86%）が徳島大学病院の各診療科に入局しています。医師としての研修だけではなく、
社会人としても成長がはかれるよう環境を整え、みなさんを病院全体で待っています。
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研修プログラム P rogram

初期臨床研修医 2年目六車 隆太郎

Interview  with  Dr. ー 研修医の先生に聞きました ー
休日は何をされていますか？

病棟をもつ診療科で研修しているときは午前中に回診に行きます。

コロナウイルスが流行する前までは、その後、友人とご飯やドライブ、旅行に行っていましたが、

自粛期間中は出前をとって家で映画やyoutubeをみたり、読書をすることが多くなりました。

最近はyoutubeで筋トレ動画を見ながらモチベーションを保ちつつ筋トレをしています。

2019年4月から2年間徳島市民病院で研修をさせていただきました六車隆太郎と言います。

まず、僕が初期研修先として徳島市民病院を選んだ理由から申し上げますと、学生時の学外実習で2回徳島市民病院にお世話に

なり、その時の印象が大変良かったからです。いろんな職種の方々の挨拶が飛び交っており、また学生の自分にも挨拶してくださり、

とてもアットホームな雰囲気でした。職種間の垣根がなく、働きやすい環境だろうと思い、研修先に徳島市民病院を選びました。

今でもその時の印象は変わらず、徳島市民病院を選んで良かったと思います。

いざ研修を始めると、指導医やコメディカルの方々が丁寧かつ熱心に指導やサポートをしてくださり、内科系外科系問わず多くの

検査手技や手術手技を経験させていただくことができました。2年目で救急科を研修すると、ファーストタッチで患者を診るので

鑑別疾患や必要な検査を自分で考える力が身に着きました。困ったらいつでも上級医に相談できるので大きな不安もなく、積極

的に救急患者を診ることができたことも良かったです。ファーストタッチした経験は自信となって3年目以降の後期研修に結びつ

くと思います。

また院内研修以外にも、徳島大学病院スキルスラボでのシミュレーターを用いた実習(CVカテーテル挿入、胸腔穿刺、動脈穿刺

など)や院外の救急科医師による救急医学講義など、院外研修も豊富であり、興味のある診療科や将来入局したい診療科が

あれば徳島大学病院で研修することができる所も魅力の一つです。

徳島市民病院はこのように研修するにはとても良い環境だと思います。興味のある方はぜひ一度気軽に見学にいらしてください。

「アットホームで働きやすい環境。」

はじめまして。研修医2年目の大道如毅です。各診療科、および救急当直で働いています。

各診療科では、内視鏡や心臓カテーテルといった手技が経験できるのはもちろん、助手の一人として手術に参加し、実際に手を

動かす機会が多くあります。特に外科系は限られた人数の医者で非常に多くの手術を回しているため、研１修医が相対的に重要

な役割を担えます。1日中退屈することはありません。

また、個人的には救急当直がとても好きです。一番自分の力が直接発揮できる場だと思うからです。何が来るかわからないどき

どきと、徐々に病態が分かってきたときの喜びは何物にも替えがたいです。二次救急という位置づけではありますが、脳卒中や

溺水といった生死をかけた救命、重大な損傷を伴う外傷、開放骨折など、重症症例も珍しくはありません。

当院ではほぼすべての診療科がそろっているため、困ったときはいつでも相談できる雰囲気と環境に恵まれており、特に救急の

時は大変助かっています。また病棟患者で何かあったとき、救急当直では研修医にファーストコールが来るなど、教育面でも非常に

力を入れていると思います。

市民病院には熱心に指導してくださる医師がいて、すばらしいコメディカルの友達がいて、設備は充実して、今の環境にとても満足

しています。市民病院を選んでやっぱりよかったと思います。研修先を迷っている学生のみなさん、ぜひ一度市民病院に見学に

来てください！

「サポート体制が充実しています。」

Interview  with  Dr. ー 研修医の先生に聞きました ー
休日は何をされていますか？

休みの日は、受け持ち患者がいる月は診察のために1日1回病院に来ています。

それ以外はピアノを練習したり、ドラマや映画を観たりしています。最近はiCarlyという

ドラマを観ています。また、語学を勉強していて、NHKのテレビ、ラジオや資格試験の教材を

使って時間を見つけて勉強しています。早く旅行に行けるようになってまたいろんな国の人と

コミュニケーションを取りたいです

初期臨床研修医 2年目大道 如毅

03.研修医からのメッセージ

研修先の病院を決めた動機や選ぶ
際の注意点などメッセージが届い
ています。お手持ちのデバイスか
らQRコードを読み取って動画
メッセージを受け取ってください。

Special Contents ー メッセージ動画 ー

先輩研修医の先生から医療を志すあなたへ
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研修医の履修状況・希望に応じてスケジュールの適切な変更を行うことが可能です。

プログラムパターン例1

プログラムパターン例２

※ 地域医療研修は４週１ブロック、研修は２年次より実施し、研修先は次ページより選択 ※ 選択科目は、１３診療科から４週単位で自由に選択

※ 当直は５月より週１回程度、内科及び救急を終えてから、並行研修として救急当直が可能

※ 研修医の履修状況・希望に応じてスケジュールの適切な変更を行うことができる

※ 内科、外科、小児科において一般外来の並行研修が可能

プログラムパターン例３

徳島市民病院卒後研修プログラム

令和4年度　基幹型初期臨床研修プログラム

研修プログラム作成例

研修プログラム作成例

・内科 24 週
・救急 12 週

・外科 8週
・小児科 8週

・産婦人科 8週
・精神科 4週
・一般外来 4週
・地域医療 4週

１回程度／週
救急当直（通年）

・内科
・外科
・脳神経外科
・整形外科
・小児科

・産婦人科
・眼科
・放射線科
・皮膚科
・泌尿器科

・麻酔科
・耳鼻咽喉科
・病理診断科（うち 8週は麻酔科 4週、救急当直を 4週に換算）

68週 36週

選択科目必修科目

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

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

内科

地域医療 選択科目及び不足必修

救急麻酔科外科 産婦人科 小児科

１回程度／週 救急当直

１回程度／週 救急当直

8週

内科

8週

内科

8週 4週

精神科

4週4週

外来

4週4週 36週

8週 8週 8週

１回程度／週 救急当直

１回程度／週 救急当直

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

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

内科 地域医療 外来

産婦人科麻酔科外科 小児科

選択科目及び不足必修

4週

精神科

4週

救急

4週8週

4週 4週 36週

8週

8週

16週 8週

内科

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

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

内科

8週 8週 8週 8週

4週 4週 4週 36週

4週

地域医療

4週

精神科 救急 外来

小児科 産婦人科 麻酔科外科

16週

内科

選択科目及び不足必修

１回程度／週 救急当直

１回程度／週 救急当直

１年次 2年次

指導医とのマン・ツー・マン方式を基本とし、各科の研修項目に従って指導を行います。また、受け持ち患者に
よっては専門医が指導にあたります。救急患者への対応は副当直として従事し、基本的知識、緊急の手技、
検査などを習得します。

指導体制
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令和4年度  初期研修医募集要項

応募資格

募集人数

研修期間

選考方法

提出書類

申込方法

給与等

勤務時間

申込期間

選考時期

基 本 給

賞　　与

その他手当

休日

研修参加等

育児支援

社会保険

大学の医学部または医科大学を卒業し、医師免許を有する者又は令和４年３月医師免許取得見込者

７名

令和４年４月１日から２年間

書類選考及び面接

月額３１５,０００円程度　※地域手当、特殊勤務手当を含む

学会・研修参加などの旅費・参加費支給あり

申し込み受付後に日程調整し、応募者に通知します。

月額３２６,０００円程度　※地域手当、特殊勤務手当を含む

給与の約２．６ヶ月分を支給

･臨床研修申込書
（当院ＨＰからダウンロード可http://www.city.tokushima.tokushima.jp/siminbyoin/index.html ）
･卒業(見込)証明書

1日7時間45分（8：30～17：00）

協会管掌健康保険、厚生年金、雇用保険
※２年目以降は、徳島県市町村職員共済の組合員となります。

災害補償 労災保険
※２年目以降は、地方公務員災害補償基金の補償対象となります。

時間外勤務手当、通勤手当、宿直手当、救急医療業務手当、退職手当

土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

令和3年９月１日（水）まで
※申込期間を延長する場合がございますので、詳細は徳島市民病院ホームページをご覧ください。

提出及び
問い合わせ先

1年次

2年次

〒770-0812 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地
TEL：088-622-9323
E-mail：kanri@hosp.tokushima.tokushima.jp

徳島市民病院徳島市民病院 事務部 総務管理課 庶務担当事務部 総務管理課 庶務担当

臨床研修申込書と卒業証明書、または卒業見込み証明書を市民病院に持参いただくか、封筒表面に
「初期臨床研修申込」と朱書きし、簡易書留郵便でお送りください。
持参される場合は、平日（８：３０～１７：００）にお願いいたします。

子育て中の医師の育児支援を行っています。
  １.育児休業　子が1歳になるまで取得できます。
  ２.その他、妊産婦検診、子の看護休暇等の特別休暇があります。 

臨床研修施設（協力病院・協力施設一覧）

休暇
夏季休暇３日ほか忌引、婚姻・育児等に係る特別休暇あり
任用期間に応じて年次有給休暇

徳島大学病院徳島大学病院 徳島健生病院徳島健生病院

医療法人若葉会
近藤内科病院
医療法人若葉会
近藤内科病院

国民健康保険
勝浦病院

国民健康保険
勝浦病院

医療法人なぎさ会
沖の洲病院

医療法人なぎさ会
沖の洲病院

医療法人かわせみ
八多病院

医療法人豊山会
豊田内科

医療法人三成会
水の都記念病院

美波町国民健康保険
美波病院

医療法人慈成会
寺沢病院

イツモスマイル
クリニック

医療法人
えもとこどもクリニック

一般社団法人
徳島市医師会

TAOKA
こころの医療センター

医療法人久仁会
鳴門山上病院 つるぎ町立半田病院 三好市国民健康保険

市立三野病院

協力病院

協力施設

臨床研修施設所在地

医療法人
徳島往診クリニック

かさまつ
在宅クリニック

徳島駅

佐古駅

阿波富田駅

二軒屋駅

文化の森駅

蔵本駅
①

⑨

④
⑥

⑯
②

⑭⑤⑮

⑧

③

⑦

⑪

⑫
⑲⑬

⑩

⑱ ⑰

徳島県

①徳島大学病院
②徳島健生病院

③医療法人若葉会近藤内科病院
④国民健康保険勝浦病院
⑤医療法人なぎさ会沖の洲病院
⑥医療法人かわせみ八多病院
⑦医療法人徳島往診クリニック
⑧医療法人豊山会豊田内科

⑨医療法人三成会水の都記念病院
⑩美波町国民健康保険美波病院
⑪医療法人慈成会寺沢病院
⑫かさまつ在宅クリニック
⑬イツモスマイルクリニック
⑭医療法人えもとこどもクリニック

⑮TAOKAこころの医療センター
⑯医療法人久仁会鳴門山上病院
⑰三好市国民健康保険市立三野病院
⑱つるぎ町立半田病院
⑲一般社団法人徳島市医師会

協力病院 協力施設
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セミナー・研修会 イベント

田岡病院救急科の上山裕二先生をお招きし、
救急医療に関する実践セミナーを毎年行って
います。
本セミナーは、７回救急医療の魅力について
講演していただくとともに、災害医療や心肺
蘇生などの救急に関する知識を幅広く教えて
いただき、救急医療に必須のICLSの実技も
行っています。

１年次と２年次の各１回ずつ、基本的臨床能力
評価試験を実施しております。
研修医の客観的な臨床能力を知ることにより、
次年度の研修、または、今後力を入れるべき
分野・領域等を把握し、各研修医それぞれに
応じた初期臨床研修に役立てています。

徳島大学病院にて定期的に病理検討会に参加
しています。解剖標本を顕微鏡で調べ、臨床
診断と重ね合わせて検討を加えるトレーニン
グを行います。

市民の皆さんに徳島市民病院とその仕事を
楽しく知ってもらうことを目的に、様々なイベ
ントを用意し、市民の皆さんと一緒に楽しん
でいます。

夏季の恒例行事として、医局主催のビアパー
ティーがあります。医師や看護職をはじめ、
様々な職種が一丸になり、屋上のビアガーデ
ンの心地よい風に吹かれながら飲み物を手に
歓談します。

徳島市民病院の阿波踊り連「眉誠連」で毎年
徳島市内の演舞場で職員一同阿波踊りを行
います。

「研修は厳しく、しかし楽しく」をモットーに、研修医の皆様にはのびのびと経験を積んでいただくために、協力医療機関と一緒に各種
セミナーを企画したり、親睦を深めるための様々なイベント等を企画しています。

各種セミナー・イベントについて

救急医療研修セミナー

６月上旬～８月下旬６月上旬～８月下旬

基本的臨床能力評価試験 CPC（病理検討会）

１月下旬１月下旬

市民病院まつり 医局主催ビアパーティー 阿波踊り

7月下旬7月下旬 8月中旬8月中旬７月下旬から８月上旬頃７月下旬から８月上旬頃


