
臨床研修医募集案内
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病 院 見 学 随 時 受 付 中

病院見学の詳細はWebサイトで。
http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/

2 0 1 5 年 医 療 再 編 により新 設。
魚 沼 圏 域 の 基 幹 病 院として、
三 次 救 急 、高 度 医 療を担 います。

超高齢「フレイル」社会に
活躍できるジェネラリストの育成。
★総合診療マインドの育み

★フレイル対応に不可欠な診療科を経験

★ ER型24時間救急から慢性期までをシームレスに担当

★大学病院・研修病院や海外臨床の「いいとこ取り」を研修

★ジェネラリストに求められる基本的診療能力を効率的に習得



2021 魚沼基幹病院臨床研修プログラム

研修目標
医 師として必 要な基 本 姿 勢・態 度を身につけるために、
将 来の専 門 性にかかわらず、日常 診 療で頻 繁に遭 遇する疾 病や病 態に
適 切に対 応できる基 本 的な診 療 能力（ 態 度 、技 能 、知 識 ）を修 得します。

プログラムの特色
本プログラムでは、超高齢社会の先進地域で幅広く診療科を経験することで、
これから全国で求められるフレイルへの対応能力も備えたジェネラリストの育成を
目指します。また、本臨床研修修了後に、総合診療専門医はもちろん、内科専
門医や総合診療マインドを持った各科専門医を目指す研修プログラムへスムー
ズに繋げられることを主眼としています。
当院は、ER型外来による24時間救急対応と、各科専門医が総合診療科（総合
内科）担当医と協働して救急・入院患者を受け持つのが特徴です。このような
特徴を活かすため、1年次に総合診療科（総合内科）に軸足を置いた内科研修
と、内科専門分野およびその他診療科の研修を経験し、2年次に救急科研修と
地域医療研修を行います。これにより、ジェネラリストとして患者対応に必要な
知識と技量とを効率よく身につけることができます。
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１	 1年目内科24週
総合診療（総合内科）12週
＋呼吸器内科4週＋消化器内科4週＋その他専門科4週

２　	1年目選択4週
総合診療（総合内科）	/外科	/	小児科	/	産婦人科	/	精神科	/	整形	
外科から1診療科を選択

３　	2年目選択32週
（1）12週／●総合診療（総合内科）/	外科	/	小児科	/	産婦人科	/	
精神科	/	整形外科のうち、上記「2.	1年目選択4週」で選択しなかった
診療科と救急/地域医療から選択　●期間は「3診療科4週ずつ」ある
いは「1診療科4週＋1診療科8週」（原則）
（2）20週／●内科専門科	/	脳神経外科	/	耳鼻咽喉科	/	眼科	/	皮膚
科	/	泌尿器科	/	麻酔科	/呼吸器（心臓血管）外科から選択　●脳神経
外科と皮膚科を含めることを推奨　●期間は「5診療科4週ずつ」（原則）
注：32週のうち8週は、総合診療（総合内科）と内科専門科（上記「l.	 l年目
内科24週」で選択した分野を除く「2診療科4週ずつ」あるいは「1診療
科8週」）

魚沼基幹病院で研修を受けることの最大の魅力。それは、教育経験豊富な指導医陣による究極のOJT※にあります。新潟大学
で学生や研修医を多数指導した経験を持つ医師教員が各科に配置され、県外臨床研修病院で研修・教育経験がある指導医と
ともに直接指導を行います。そして、県外からも指導医を招聘し、海外と結んでWebカンファレンスを行うなど、大学病院、
臨床研修病院や海外臨床を融合した「いいとこ取り」研修が経験できます。さらに、魚沼基幹病院の手術件数や出産件数は
県内臨床研修病院の中でもトップクラス。したがって、各科ローテーションにおいても圧倒的な臨床経験が期待できるのです。
※OJT:	オン・ザ・ジョブ	トレーニング（on-the-job	training）の略。現場で医療に従事しながら、実践的にトレーニングを行って学ぶこと。

01 推奨ローテーション
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内科研修は 1 年目に 24 週行います。このうち、
前半 12 週は総合診療科（総合内科）に所属します。

同科研修中は、緻密な病歴聴取や身体診察により必要十分な検査
を選択し、プロブレム毎に適切なアセスメントを行って、診断および
マネジメントにつなげるという基本プロセスを繰り返し学びます。
後半 12 週は、呼吸器・感染症内科、消化器内科やその他の内科選
択科をそれぞれ 4 週ずつ研修します。この 24 週間の内科連続研修に
より、総合診療マインドを持ちながら専門診療を行う過程を習得します。

外科研修では、小手術手技の習得、実際の手術
への参加、周術期管理の理解を目的としています。

実際に患者を担当し、専門医の指導のもとチームで診療にあたります。
上部消化管、下部消化管、肝胆膵および乳腺領域の良悪性疾患を
対象とし、幅広く症例を経験できます。病棟・手術室での研修が主
ですが、平日１コマ / 週の外来研修を行うことで、術前・術後患者
の外来マネジメントについても習得が可能です。

当院は魚沼圏域唯一の小児入院施設であり、軽症
者から重症患者・専門性を要する患者まで幅広く

診療にあたっています。4 週間の小児科研修では、小児の診察の仕方
と基本手技、コモンディジーズの診療の習得を目標とします。
研修期間中に、平日午前（１コマ / 週）一般小児科外来研修を含み
ます。さらに希望があれば、コモンディジーズ以外の疾患を対象と
した専門的な研修も可能です。

当院は地域周産期母子医療センターの機能
を有し、早産・妊娠高血圧症候群・多胎な

どのハイリスク症例の分娩も取り扱っています。子宮頸癌・子宮体癌・
卵巣癌などの婦人科悪性腫瘍に対しては、外科・泌尿器科・放射
線治療科と連携した集学的治療を行っています。また、3D 内視鏡
システムを用いて、腹腔鏡下子宮体癌手術・骨盤臓器脱に対する
腹腔鏡下仙骨腟固定術を含む腹腔鏡下手術も行っています。
以上のように産婦人科専門領域の幅広い研修が可能です。

当院は精神科閉鎖病棟があり、全身疾患を合併し
た精神疾患患者への対応を学ぶことができます。

また、認知障害やアルコール使用障害を伴う患者も多く、超高齢社
会におけるフレイルに関わる実践的研修を積むことができます。

当院が立地する魚沼圏域は、スノーリゾート
が多数営業しています。そのため、ウィンター

スポーツ外傷の救急搬送件数が多いです。また、農業従事者が多く、
公共交通機関が運行しない地域も目立つことから、農作業中の事故や
転倒・転落、自家用車等による交通事故外傷も多数受診します。
さらに、超高齢社会を反映した変形性関節症や大腿骨・脊椎骨折も
頻繁に来院することから、年代に関係なく受傷するスポーツ外傷から
フレイルに関わる整形外科ケースまで、幅広い研修が可能です。

当科では、救急外来（ER）で救急車の対応と、
ACU（Acute Care Unit）で重症入院患者の集中

治療を行っています。救急科研修では、医師として身に付けておかな
ければならない、重症患者の対応を数多く経験することができます。
他科の医師と協力して、幅広く重症患者をみることが可能になります。

待機的心臓カテーテル検査・治療およびペース
メーカー植込み術は、当院で研修可能です。一方、

緊急心臓カテーテル検査・インターベンションおよび循環器系集中
治療などは、連携する立川綜合病院の循環器内科、心臓血管外科、
および心血管放射線科で研修することが可能です。

研修医の希望に応じて、36 週の選択期間を設け
ます。ただし、このうち 8 週は、選択必修として

総合診療科（総合内科）と内科選択科の並列研修とします。残りの
28 週は、内科系、外科系、病理診断科などのサブスペシャルティ科
を選択し研修します。また、多くの疾患や患者を経験したい場合は、
複数の内科サブスペシャルティを組み合わせて研修することも可能
です。例えば、内分泌・代謝内科と神経内科、あるいは腎臓内科と
血液内科などを同時に研修することもできます。

当院は、「地域全体でひとつの病院」のコン
セプトの元、市立小出病院や南魚沼市民

病院などと役割分担をすることで地域完結型医療を目指しています。
当院での地域医療研修は、市立小出病院、南魚沼市民病院、県立
十日町病院、ゆきぐに大和病院で実施します。これらの医療機関は
いずれも当院から自動車で 30 分以内に位置していて、地域完結型
医療の一端を担っている病院です。
こうした病院で地域医療研修を行うことにより、「地域全体でひとつ
の病院」で多面的に実施されている医療を体験することができます。

一般外来研修は当院選択内科研修中（総合
診療科外来 20 コマ =10 日相当）、外科研修

中（一般外科外来研修 8コマ=4日相当）、小児科研修中（一般小児
科外来研修 4 コマ =2 日相当）、および地域医療施設（一般外来、
午前午後外来 2 コマ / 週を 4 週 =4 日相当など）で実施します。
これらを合わせて、40 コマ =20 日 =4 週相当以上の一般外来研修を
行います。

原則として、一ヶ月に平日当直 2 回と土日日直 2
回を担当します。また、総合診療科（総合内科）、

救急科産婦人科研修の際は、当該科の当直スケジュールに従います。
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04 指導体制
指導医
各分野の認定医・専門医・指導医（臨床研修指導医講
習会受講済みかつ臨床経験７年以上）の中から、各教育
責任者が推薦し、研修管理委員会が認定した指導医に
よって4～ 12 週にわたり指導を受けます。

研修プログラムの詳細は Web サイトで。
http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/
page1.html03 研修分野及び期間

基幹型臨床研修病院

協力型臨床研修病院・協力施設
協力型病院の研修科目は、原則とし
て研修医の希望に基づき、研修先の
協力型病院との話し合いの上で決定
し、研修開始後は研修医と協力型
病院により調整します。それぞれの

研修科目の研修期間についても、
同様に調整します。協力施設におけ
る地域医療研修については、研修
開始後に決定されます。各協力施設
から期間別研修医受け入れ可能

人数が研修医に提示され、研修医
の希望と調整の上で研修を行う協力
施設を決定します。

必修科目
内科24週、救急12週、外科8週、小児科、産婦
人科、精神科各4週　合計56週

病院で定めた
必修科目 整形外科4週

選択科目

救急、小児科、産婦人科、精神科、麻酔科、整形
外科、総合診療科、循環器内科、内分泌・代謝
内科、血液内科、腎臓内科、呼吸器・感染症内
科、消化器内科、神経内科、消化器外科・乳腺
外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射
線治療科、呼吸器外科、皮膚科　合計36週

新潟大学医歯学総合病院
（協力型相当大学病院）

選択：救急、小児科、産婦人科、精神科、麻酔
科、整形外科、循環器内科、内分泌・代謝
内科、血液内科、腎・膠原病内科、呼吸器・
感染症内科、消化器内科、神経内科、消化
器外科、乳腺・内分泌外科、脳神経外科、
泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射
線治療科、放射線診断科、呼吸器外科、
皮膚科、形成・美容外科、小児外科、眼科、
心臓血管外科、リハビリテーション科　
合計4～32週

新潟県立十日町病院
（協力型病院）

選択：救急、小児科、産婦人科、麻酔科、
整形外科、内科、神経内科、外科、脳神経
外科、耳鼻咽喉科　合計4～32週

立川綜合病院
（協力型病院）

選択：循環器内科、心臓血管外科、心血管
放射線科　合計4～12週

魚沼市立小出病院（協力施設）

必修：地域医療8週

南魚沼市民病院（協力施設）

必修：地域医療8週

南魚沼市立ゆきぐに大和病院
（協力施設）

必修：地域医療8週



研修医宿舎 （病院隣接地）2015年完成

　　1K又はDK。単身用30戸（家具付）、Wi-Fi完備
　　使用料／居室：月額15,000円、駐車場：月額5,000円
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05 募集要項
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募集要項の詳細は Web サイトで。
http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/
page6.html
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給与
［１年次］
　　基本給：310,000円、当直手当：10,500円／回
　　時間外勤務手当：当院規定により支給
　　月額 計：477,000円程度（時間外勤務45時間の場合）
　　 ※上記以外に、各種手当あり

［２年次］
　　基本給：340,000円、当直手当：21,000円／回
　　時間外勤務手当：当院規定により支給
　　月額 計：561,000円程度（時間外勤務45時間の場合）
　　 ※上記以外に、各種手当あり

勤務時間及び休暇　
　　8：30～17：30（休憩時間12：00～13：00）
　　年次有給休暇（１年次：10日、２年次：11日＋繰越分）、
　　夏季休暇（有給、５日／年）
　 　※上記以外に、忌引休暇、私傷病休暇等各種休暇あり

時間外勤務及び当直
　　あり（P2.当直参照。ただし、麻酔科研修中は免除）
社会保険・労働保険
　　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　労働者災害補償保険適用あり
外部研修活動への補助
　　学会・研究会等に係る参加費、旅費補助あり
　　（上限126,900円／年）

研修医定員数
　　マッチング制度に基づき公募し、６名を採用します。
選考方法
　　面接および書類選考
募集締切日 
　　2020年5月～8月末までの間で希望者の相談に応じて
　　随時実施します。

申込方法
　　当院指定申込書を郵送又は持参のこと。
　　（申込書はホームページからダウンロードできます）
　　 http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/index.html　
問合せ・資料請求
　　魚沼基幹病院　事務部総務課臨床研修担当
　　TEL.025-777-3200　FAX.025-777-2811
　　E-Mail　ukb-kenshu@ncmi.or.jp



06 指導医

当院は、魚沼地域だけでなく新潟県全体の医療体制を充実する役割
を担う病院です。ですからぜひ、当院での研修終了後も新潟県内で
活躍してほしいと願っています。
当院は新潟大学と密に連携しているため、研修終了後の学位取得も
スムーズに移行できますし、各科各分野の専門医取得のために必要
な患者さんも確実に経験することができます。また、このネットワーク
を利用して、患者さんの紹介、逆紹介、診療情報の提供、診断や
治療に関する専門的な助言をいつでも受けることが可能です。こうして
新潟大学医歯学総合病院に負けない質の高い診療を実施してい
ます。魚沼という地域でキャリアアップを果たし、新潟県の医療を担う
スペシャリストとして活躍してみませんか。

当院の研修プログラムは、当科の研修ひとつをとっても食道外科から
肝胆膵外科、腹腔鏡手術、乳腺に至るまでさまざまな疾患を経験
できます。
外科手術に参加することは、人体のなかを実際にみられるということ
です。これは総合診療を行う上でも必ず役に立ちます。ぜひ外科研修
の経験を活かし、他の研修医には身につけられない知識と能力を得て
いただきたいと思います。外科の研修期間は 8 週間。年間手術件数
は 350 以上ありますから、大きな手術を目の当たりにすることができる
はずです。食道外科から肝胆膵切除まで豊富な経験ができますし、
ヘルニアや虫垂炎の開腹手術などは研修医の手で行っていただき
ます。これこそ外科での研修のメリットといえるでしょう。魚沼基幹
病院は各診療科同士の意思疎通が図れているので、技術だけでなく
他科とのコミュニケーション能力も磨かれます。この病院で人生を変え
るような出会いが、あなたを待っているかもしれません。

医師臨床研修で大切なことは、正確な知識と的確な判断、そして冷静
かつ確実な初期治療を行う力を身につけることに集約されます。
そのためには、緻密な病歴聴取や丁寧な身体診察により必要十分な
検査を選択し、プロブレム毎に適切なアセスメントを行って診断およ
びマネジメントにつなげる…こうした基本プロセスを、とにかく繰り返し
学ぶことが重要です。魚沼基幹病院では、この基本プロセスを徹底
的に身につけるとともに、総合診療マインドを持ちながら専門的な
診療に取り組む過程も習得し、専門医療と連携を取りながら地域の
健康マネジメントに関わることができる能力を醸成します。医師人生
のスタートに相応しい、実のある２年間を過ごしませんか。

当院の救急科は総合診療科と密につながっているため、当院の医師
は急性期から回復期、慢性期に至るまでの経過を自らの目で診るこ
とができるという特徴があります。通常の三次救急対応病院で研修を
受けた場合、救急科の役割は急性期のみで、途中から患者さんを診
られなくなることが多いのですが、当院の場合は総合診療科という
すべての領域の担い手がいることにより、シームレスに患者さんを診
ていくことができます。研修医の方々にも、この流れを実体験して
いただきたいと思います。
救急センターには 2 名の専門医が在籍し、この 2 名が研修医の皆さん
の指導に当たります。最初は基本的な外傷の見方から学び、気管挿管、
胸腔ドレーン、骨盤骨折に伴う血管内治療、集中治療管理などの
医療行為も見学していただきます。救急に運ばれてくる患者さんの
状態は千差万別で、スキーでの事故、雪下ろしによる転落、交通事故

（頭部外傷・脊椎損傷）などさまざまです。どこから救急で対応し、
どこから専門診療科に渡すべきか的確な判断が求められます。疾患の
偏りなく様々な患者さんが訪れる魚沼基幹病院救命救急センターでの
研修は、そうしたジェネラルな能力も身につけることができます。

消化器外科・一般外科　

部長

角南 栄二

さまざまな疾患と豊富な手術を経験
することができます。

救急科　部長
新潟大学地域医療教育センター特任准教授

大橋 さとみ

救急研修でジェネラルな能力が身に
つきます。

総合診療マインドを育み診療基本プロ
セスをしっかり身につけます。

総合診療科　部長
新潟大学地域医療教育センター特任教授　

田中 純太

大学病院との連携で専門医取得に
必要な患者さんも経験します。

副病院長（呼吸器・感染症内科）
新潟大学地域医療教育センター長

高田 俊範
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07 先輩メッセージ

当院は研修医病院としては
始まったばかりであり、研修
医も現在は少数です。しか
し、そのぶん自由な、「いい
とこどり」の研修が可能です。

当院での救急外来当直では、内科・外科・救急科の先生
が 1 人ずつ当直をしており、患者一人一人を診察するごと
に各科の先生から指導を受けることができます。毎回の
当直で新たな発見があり、現場で学べる知識や経験は充実
しています。そのほか、総合診療科・救急科のカンファ
レンス、週三回の研修医向けの勉強会など、非常に勉強
になります。ぜひ一度見学にいらしてください。

魚沼基幹病院では研修受け
入れ可能診療科が大変多く、
幅広い疾患について学ぶこと
ができます。また、当直では
上級医に相談しながら診察

することができ、安心して診療を行うことができます。
病院・研修医宿舎は新しく、設備が整っているところも
魅力の１つです。新幹線の駅も近いため、新潟や東京への
アクセスも便利で休日には気軽にリフレッシュすることもで
きます。少しでも興味があったら是非一度見学にいらして
みてください。

当院の研修の一番の特徴は
各科の指導医が充実してい
ることです。また、研修中に
疑問に思ったことも気兼ねな
く質問できる雰囲気がありま

す。夜間当直中も常に指導医とともに診療にあたるので、
安心です。当直明けも科によっては duty free にしてくれる
のもよいです。

魚沼基幹病院の当直は研修
医と内科系・外科系・救急
科の上級医の計 4 人で行わ
れます。当直中は初診外来
を担当し、自分なりの治療

方針を上級医に相談し、フィードバックをいただきます。
当院は地域の砦ですので、当直中に診察した方は後日当院
を再診されることが多いです。自分が診察した方の経過を
確認でき、非常に良い経験となりました。また総合診療科
のレジデントカンファレンスは毎週開催されており、また各
科研修中に内視鏡検査や CV 留置、腰椎穿刺などの手技
を行う機会も多く、知識面も手技面も充実した研修生活を
過ごせました。

基幹型研修医

渡邉　広樹
出身地 ： 新潟市
出身大学 ： 新潟大学（H30卒）

協力型研修医

木村　尭
出身地 ： 新潟市
出身大学 ： 新潟大学（H30卒）

基幹型研修医

杉原　怜
出身地 ： 千葉県
出身大学 ： 新潟大学（H30卒）

協力型研修医

白柏　由佳
出身地 ： 新潟市
出身大学 ： 新潟大学（H30卒）

見学医学生アンケート Q 魚沼基幹病院の印象をお聞かせください

【県内 ： 女性】新幹線の駅やドラッグストアなどが近く、
思ったよりも不便ではなさそうと感じた。職員用の保育園
や宿舎があるところにも魅力を感じます。医療についても、
診療科を超えた連携や手術室には最新の設備があり、かな
り魅力的だった。

【県外：女性】多くの診療科が連携し、地域の最先端の
医療を担っていると感じました。明るく優しい雰囲気で、
医師の方はもちろんのこと、看護師など多くの人に教えて
いただきました。今後のモチベーションになりました。短い
間でしたが本当にありがとうございました。

【県外：男性】軽症～重症まで経験でき、医局の雰囲気
が良かった。充実した研修ができそうだと感じました。あり
がとうございました。

【県内：女性】老若男女様々な患者さんを拝見し、色々
幅広く診れると感じた。また立地も駅が近く店があるので
良い。今回は小児科・産婦人科・脳神経外科を見学させ
ていただきましたが、どの科でも或いは他の方々も、とて
も優しくて拙い質問にも丁寧に答えてくださって嬉しく思い
ました。外国人の方もいらっしゃるというのが驚きでした。

先輩メッセージの詳細はWebサイトで。
http://resident.uonuma-kikan-hospital.jp/page5.
html



魚沼基幹病院は、新潟県が設置し、一般財団法人新潟県地域医療推進機構が運営
する病院です。
病院に併設される新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センターと連携
し、地域医療に貢献する医療人の育成にも力を注ぎます。

一般財団法人 新潟県地域医療推進機構  魚沼基幹病院　

事務部総務課臨床研修担当
〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐4132   Tel 025-777-3200（代）　Fax 025-777-2811　 

　 　　　　　　　　　　    　　　　uonuma-kikan-hospital.jp/ 

　  facebook.com/UonumaKikanHospital

　  twitter.com/UonumaKikanHosp
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大和病院

車でのアクセス
関越自動車道 大和スマートICを
利用した場合
練馬IC ⇌ 大和スマートIC  約2時間10分

新潟西IC ⇌ 大和スマートIC 約1時間20分
※大和スマートICから車で約5分

上越新幹線 浦佐駅を利用した場合
東京駅 ⇌ 浦佐駅　　約1時間30分

新潟駅 ⇌ 浦佐駅　　約40分
※浦佐駅から徒歩　 約20分
　　　　　  タクシー 約5分

電車でのアクセス

アクセス

病院概要

開設者名 新潟県基幹病院事業　新潟県知事

標榜診療科目

総合診療科、循環器内科、内分泌・代謝内科、血液内科、
腎臓内科、リウマチ・膠原病科、呼吸器・感染症内科、
消化器内科、神経内科、精神科、小児科、消化器外科・
一般外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、呼吸器
外科、整形外科、形成外科（※）、脳神経外科、皮膚科、
泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線治療科、
放射線診断科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科、
矯正歯科、歯科口腔外科、病理診断科
※現在診療を行っておりません

主な診療・実績
（2018 年度）

使用許可病床数
（稼働病床数）

一日平均
入院患者数

一　般 400 床（254 床） 214.0 人

精　神 50 床（50 床） 34.1 人

感染症 4 床（4 床） 0.5 人

●一日平均外来患者数　791.5 人　
●年間手術件数　9,178 件
●年間出産件数　677 件　　　　  
●医師数　常勤 80 人　非常勤 5.5 人

医療機関の指定等

DPC 標準病院群、厚生労働省臨床研修指定病院（基幹
型 + 協力型）、感染症指定医療機関（結核・第二類）、
新潟県難病医療基幹協力病院、地域災害拠点病院、新潟
ＤＭＡＴ指定医療機関、肝疾患診療協力病院（新潟大学
医歯学総合病院）、肝炎治療特別促進事業の医療給付
に係る指定医療機関、地域救命救急センター、地域周産
期母子医療センター、精神科救急医療施設、救急告示
病院（三次救急）、医療観察法に基づく指定通院医療機関、
エイズ治療拠点病院

科目 項目
症例数（年度）

H28年 H29年 H30年

救急科

救急件数 8,370 8,367 8,594

救急車受入患者数 2,186 2,302 2,221

三次救急相当の受入患者数 836 789 726

ドクターヘリ受入件数 36 51 51

周産期

分娩件数 782 721 677

帝王切開術（選択帝王切開） 67 71 68

帝王切開術（緊急帝王切開） 55 53 59

NICU・GCU　利用実人数 99 102 77

新生児搬送の受入件数 8 12 9

手術

全科	手術総数 8,504 8,846 9,178

悪性腫瘍の手術件数 398 382 453

骨折観血的手術（大腿） 115 105 109

内視鏡的胆道ステント留置術 72 68 96

臨床治療実績及び手術件数


