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当院は1964年12月に11床の上尾市立病院を前
身として設立し、これまで地域住民の信頼と支持
を得て発展してきました。現在では724床の急性
期医療を中心とした総合病院となり、上尾市の
みならず埼玉県県央保険医療圏の基幹病院とし
て重要な役割を果たしております。
また、首都圏を中心に27病院を有する上尾中央
医科グループの中枢として、積極的に医療の質
の向上に取り組むと共に、患者本位の医療サー
ビスを提供することを心がけており、日本医療機
能評価の認定、ISO9001:2008の認証取得、プラ
イバシーマーク付与などの第三者評価をいただ
いております。
さらに、高度最新医療機器の導入も積極的に
行っており、2013年にはダ・ヴィンチサージカル
システムの導入、2014年にはハイブリッド手術
室を新設し、2015年3月にはTAVIを開始しまし
た。2014年のB館第一期竣工時には県内屈指の
規模となる945平方メートルのERを設置し、手術
室を15室へ増室。病院の機能拡大をも図ってお
ります。

医学と医療はまさに日進月歩を続けています。様々な診断法は飛躍的な進歩を遂
げ、不治の病とされた疾患に治癒への道が開かれています。それらを駆使して国民
の健康を守るのが、私たち医師に課せられた使命なのです。とりわけ、メスの力で
患者さんを病から解き放つ外科医の存在は、益々重要になっているといって過言で
はありません。病変をより完全に取り除きながら生体に加わる侵襲を可及的に減ら
すという二律背反的な命題に外科医は取り組んできました。それを着実に達成して
いくわが国の外科医は、今や世界から高く評価されています。手術手技について
は、基本手技を正しく身に付けることがなにより大切です。さらに明確に目標を設定
し、一歩一歩踏み締めながら外科医の道を歩むことが望まれます。遥かに高い山の
ように思われるかもしれませんが、皆さんを待っているのは充実した外科医人生な
のです。
患者さんは手術の際、外科医に全てを任せて身を委ねてくださいます。外科医に寄
せられる信頼は、そのまま担う大きな責任に反映されます。外科医に求められる倫
理、道徳感は、人としての正しい道に繋がります。AMG外科専門研修プログラムに
よって優れた外科専門医に育っていただけることを確信いたします。

上尾中央総合病院 院長　徳永 英吉

外科医の道を選ぶ皆さんへ

外科医の手に握られているメスは、いかなる薬剤にも優る力をもって患者さんを病から解放します。
しかし、手術を前にした患者さんは、とても心細いでしょう。外科医には、大きな不安を優しく包み込む包容力が求められます。
病には厳しく、患者さんには優しく。それが外科医です。

メスの力と思いやりの心をその手に。

基幹施設の特徴
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日本内科学会認定医教育病院／日本循環器学会認定循環器専門医研修施設／日本消化器病学会専門医制度認定施設／日本神経学会専門医制度教育施設／日本糖尿病学会
認定教育施設／日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設／日本肝臓学会認定施設／日本感染症学会研修施設／日本外科学会専門医制度修練施設／日本乳癌学会認定施
設／日本消化器外科学会専門医修練施設／日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設／日本整形外科学会認定医研修施設／日本脳神経外科学会認定専門医研修プロ
グラム関連施設／日本口腔外科学会認定関連研修施設／三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設／日本泌尿器科学会専門医教育施設／日本耳鼻咽喉科学会専門
医研修施設／日本眼科学会専門医制度研修施設／日本形成外科学会教育関連施設／日本皮膚科学会認定専門医研修施設／日本麻酔科学会麻酔科認定病院／日本集中治療
医学会専門医研修施設／日本救急医学会救急科専門医指定施設／日本緩和医療学会認定研修施設認定／日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関／日本核医学会専門
医教育病院／日本がん治療認定医機構認定研修施設／日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム専門療法士認定規則実地修練認定教育施設／JCNT 日本栄養療法推進協議
会NST稼働施設認定／日本静脈経腸栄養学会NST稼動暫定研修施設（補完研修施設）／日本周産期・新生児医学会認定／日本胆道学会認定指導医制度指導施設／日本頭頸部
外科学会認定頭頸部がん専門医研修施設／日本動脈硬化学会専門医制度教育病院 ／日本透析医学会専門医制度認定施設／日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
エキスパンダー実施施設認定／日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラント実施施設認定／日本腎臓学会研修施設／日本アフェレシス学会認定施設／日本急
性血液浄化学会認定指定施設／日本呼吸器内視鏡学会関連認定施設／日本病理学会 研修認定施設認定／日本呼吸器学会認定施設認定／経カテーテル的大動脈弁置換術関
連学会協議会／経カテーテル的大動脈弁置換術 実施施設／日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 ／腹部ステントグラフト実施施設／胸部ステントグラフト実施施設

名　称：医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
所在地：埼玉県上尾市柏座１－10－10
院　長：徳永　英吉
設　備：ハイブリッド手術室、手術支援ロボット ダヴィンチ、ＣＴ（マルチスライス16

列1台、64列4台）、血管造影装置（シングル1台、バイプレーン1台）、ＭＲＩ
（1.5T １台、3T ２台）、ＲＩ 2台、各種レントゲン、Ⅹ線ＴＶ、骨密度測定装置
腎尿結石波砕装置１台、リニアック１台　他

内科／循環器内科／消化器内科／神経内科／糖尿病内科／腎臓内科／血
液内科／呼吸器内科／感染症内科／腫瘍内科／緩和ケア内科／心療内科
／小児科／産婦人科／外科／整形外科／脳神経外科／心臓血管外科／消
化器外科／乳腺外科／呼吸器外科／気管食道外科／肛門外科／内視鏡外
科／小児外科／泌尿器科／耳鼻いんこう科／頭頸部外科／眼科／形成外
科／美容外科／皮膚科／麻酔科／救急科／放射線診断科／放射線治療科
／病理診断科／臨床検査科／リハビリテーション科／歯科口腔外科

基幹施設概要 基幹施設の診療科目

各学会認定施設
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当院の基本姿勢はグローバルスタンダードな標準的医療を提供すること
であり、専門分野に分かれた複数の指導教官の下、専門医資格を取得す
るのに十分な外科系臨床経験を積むことができるように配慮しておりま
す。上部消化管・下部消化管・肝胆膵・乳腺・血管外科の各診療グループ
で研修を行い、日常診療の他に学会発表や論文作成を指導いたします。
外科系研修の他には消化器科としてプライマリケアから胃・大腸内視鏡
検査や内視鏡治療の習練が可能です。さらには、地域の中核病院として1
次から3次の救急医療や他科連携による地域医療を支える医療の実践経
験を積むことができます。

当院は千葉県東葛南部地域を医療圏とし、地域の基幹病院として「安全
と信頼に基づき地域域医療に貢献します」を病院理念に掲げ、医療技
術・質の向上と地域ニーズに応えた診療体制の整備に取り組んでいま
す。常勤医師や看護師の増員、臨床研修医の受け入れを積極的に行い、
若い世代のスタッフが増え活気があります。また、電子カルテシステムな
どＩＴ化に力を入れ、病状の詳細等を患者様に迅速にご理解いただけ
る環境にあり正確で安全な医療サービスの提供に努めています。

しばしば稀な疾患にスポットライトが当てられますが、外科医にとってcommon diseaseへの対応は極めて重要です。
その頻度が高く、時に迅速に治療を行わなければならないからです。
AMG外科専門研修プログラムでは、充実した連携病院群でバランスの取れた研修を行います。

Common diseaseへの対応の重要性。

1 柏厚生総合病院 2 津田沼中央総合病院

埼玉県草加市にあり、上野から25分と都心に近く、最寄りの谷塚駅からも
徒歩2分の好立地です。2012年2月に開院しました。地域に密着した内科
系の診療科と外科・婦人科を中心とした外科系の診療科からなる80床の
病院です。小さな病院ですが年間手術件数は1000件を超え、外科手術件
数も年々増加傾向にあり2015年は460件に達する見込みです。そして最
大の特徴は、9割以上
の手術を腹腔鏡で
行っているということ
です。また、日本内視
鏡外科学会技術認定
医が4名在籍してお
り、腹腔鏡下縫合技術
をはじめとした高度
なテクニックを習得
することが可能です。

「患者様中心の質の高い医療」をモットーに、吉川市の中核病院として患
者様のニーズに幅広く対応するため、急性期医療の他高齢者、小児医療、
回復期、在宅医療、緩和ケアまで手がけております。急性期医療の分野は
特に肝臓、膵臓を含む消化器系疾患に対し、高度な専門的医療を行って
おります。地域の医療機関、福祉施設、自治体との連携に努め、地域全体
の医療、福祉の充実に寄与すべく体制を整えております。

3 メディカルトピア草加病院 4 吉川中央総合病院

浅草病院は、東京の台東区に平成28年5月に新築移転された免震構造、地下1F・地上8Fの136床（一般
90床・回復期46床）で、東京中央医療圏の2次救急を担い、高度急性期病床を目指す病院です。隅田川
に面し、対岸にスカイツリーが大きく一望できます。夏には隅田川花火大会もよく見える場所にありま
す。当院の研修では、都内で最も高齢化する地域の方々の2次救急搬送対応や、自ら検査し、診断およ
び治療へのプロセスを習得できます。また入院患者においては、治療およびその後のリハビリテー
ションから在宅医療も研修可能です。

5 浅草病院
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当院の最大の特徴は、プライマリケアを重視している事です。地域のかか
りつけ病院として、どんな疾病にも迅速に対応するのが診療方針です。そ
のため診療科を超えたチームワーク、メディカルスタッフも含めた総合力
でレスポンスの良い診療を実践しています。外科の特徴として、患者層が
比較的若い40代～60代の患者が多く、そのためか胆石症や急性虫垂炎
が多い印象があります。外
科の方針として、低侵襲手
術となるように可能な症例
は腹腔鏡での手術を行うよ
うにしています。現在は安全
第一を念頭に、いずれは腹
腔鏡専門と言えるような病
院を目指していきたいと考
えております。

伊奈病院は、埼玉県の中央部に位置する伊奈町にあり、県内でも人口増
加率の高い地域で「地域の基幹病院」「伊奈町唯一の救急指定病院」とし
ての役割を果たすべく急性期医療からプライマリケアまで幅広く取り組
んでいます。外科においては、消化器外科を専門とする常勤医4名が心の
通った優しい医療をモットーに、外科領域全般にわたって幅広くバランス
のとれた医療を提供しています。胃がん、大腸がん、乳がん、肝・胆・膵領
域の悪性腫瘍に対して、消化器外科、腫瘍外科のプロとして質の高い医
療を提供し、各学会が推奨するガイドラインをもとに、患者さまお一人お
一人のご要望に出来る限り
合わせた治療を実践してい
ます。また、手術から抗がん
剤などの化学療法や緩和医
療までを一貫して当科で担
当しているので、伊奈病院で
の研修では総合的な医療を
経験することができると思い
ます。

山梨県峡東地域の急性期病院（病床数150床）として、外科常勤医数3名
（いずれも日本外科学会指導医・専門医、日本消化器外科学会指導医・専
門医、内視鏡外科学会技術認定医）で地域医療に従事しております。また
上尾中央医科グループで唯一、災害拠点病院の指定を受けております。
外科疾患の入院患者数は常時15名ほどで、特に腹腔鏡下鼠径ヘルニア
手術・単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術に力を入れており、年間の手術件数は
120件（平成26年度実績）ほどです。外来患者数は1日あたり20名ほどで
す。この他、内視鏡の月平均件数は胃内視鏡検査180件、大腸内視鏡検査
45件となります。

白岡中央総合病院は256床の中小規模の病院です。大病院と違い常勤スタッフは2名で、熱望
の方には可能な限り術者を経験していただきます。その他、内視鏡グループ、麻酔科などの
バックアップで、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査、ERCP検査、麻酔関連の手
技を実施することも可能です。訪問診療、終末期医療に関しても、症例は豊富な病院です。医
療クラークの充実で、書類作成の雑務は最小限です。地域医療の一端を担ってもらえる外科医
を待っています。

9 笛吹中央病院

10 白岡中央総合病院

八潮中央総合病院は埼玉県南東部の八潮市に位置し、市内唯一の総合
病院としての責務を果たすべく、急性期から回復期に至るまで幅広い医
療機能を展開しております。平成28年5月には、いよいよ新築移転致しま
す。新病院は、つくばエクスプレス八潮駅より900mと徒歩圏内の立地に、
免震構造を有する地上5階建の病院となります。病床数250床に加え、透
析施設や健診センター等を併設しており、1床あたり8㎡以上の療養環境
と手術室の拡充を始めとする急性期医療の充実を計画しております。

6 八潮中央総合病院 7 船橋総合病院

8 伊奈病院
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AMG外科専門研修プログラムでは種々の基本的知識、基本手技を正しく身に付けていただきます。
正統派の手術を行うことができるからこそ、その先に見えてくるものがあります。
10年、20年先の標準術式となるものは、皆さんが創り上げていくのです

基本に忠実に、創造の心を忘れずに。

初期研修 サブスペシャリティ
領域1年目 2年目 3年目

専門研修

外科基本コース

消化器外科コース

心臓血管外科コース

呼吸器外科コース

乳腺科コース

基幹施設 基幹 ：上尾中央総合病院
連携施設Ａ 連携Ａ ：柏厚生総合病院、津田沼中央総合病院
連携施設Ｂ 連携Ｂ ：メディカルトピア草加病院、吉川中央総合病院、浅草病院
連携施設Ｃ 連携Ｃ ：八潮中央総合病院、船橋総合病院、伊奈病院、笛吹中央病院、白岡中央総合病院

※消＝消化器外科、心＝心臓血管外科、呼＝呼吸器外科、乳＝乳腺外科、コア＝コアコンピテンシー

基幹
コア＋消＋呼

基幹
消＋小＋心

連携C
消

連携B
乳

連携A
コア＋消

基幹
消

基幹
心＋呼

連携B
心

連携A
コア＋心＋消＋呼

基幹
心

基幹
消＋乳

連携C
消

基幹
コア＋呼＋心

基幹
呼

連携B
消

連携A
消＋呼＋乳

基幹
コア＋消＋乳

基幹
乳

連携B
消

連携C
乳＋消

研修ローテーションの説明

研修ローテーション例

AMG外科専門研修プログラムでは、どのコースを選択しても経験症例数、手技習得の機会、指導医の習熟度などについて不公平の
ないよう十分に配慮します。なお、連携スケジュールに関しては、専攻医の希望を十分に配慮します。また腹腔鏡、胸腔鏡下の手技
を含め、外科基本手技を習得したと判断される専攻医については、サブスペシャリティ領域の専門医取得に向けた知識と技能の取
得を開始します。

専門研修1年目… 原則として基幹施設もしくは連携施設Ａで研修を行います。
専門研修2年目… 主として連携施設で研修を行います。学会や研究会での発表の機会を得てもらいます。
専門研修3年目… 主として基幹施設で研修を行います。
 適切な症例、臨床的な検討について学術論文を作成してもらいます。
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3年間の外科専門研修期間中に目標となる術式を規定し、年次毎に習得すべき術式と症例数を明確化しました。本プログラム専攻
医には全員に目標達成を行っていただき、指導医による最終的評価を行います。その評価は次のサブスペ連動型プログラムへの参
加選考の参考にします。

AMG外科専門研修プログラムでは、後述するように3年間の外科専門研修期間中に目標となる術式を設定し、目標達成までの術者
としての必要手術症例数を規定します。内視鏡外科手術にも目標術式を設定し、それぞれに必要ステップを明確化します。本プログ
ラム専攻医には全員に少なくとも習熟度レベル6はクリアして頂きます。

●身分 常勤医師
●給料 1年次　600,000円／月　2年次　700,000円／月 
 3年次　800,000円／月
●諸手当 学会手当：年間8万円を上限として、学会参加費用を支給する。
 住宅手当：8万円を上限として、家賃の半額を支給する。
 当直手当／時間外手当
●勤務形態 当院常勤医師職員に準じた規定による
●休暇 有給休暇：有（3ヶ月目に3日、6ヶ月目に7日、入職年度合計10日支給）
●医局 有

内視鏡外科手術目標

目標術式

待　遇

1年目 優秀なら2年目 3年目

目標術式

目標術式

経験症例数
（執刀数）

①ヘルニア根治術
②虫垂切除術
③腹腔鏡下胆嚢摘出術
④乳がん手術
⑤小腸切除術
⑥胸腔鏡下肺部分切除術

①腹腔鏡下ヘルニア根治術
②S状結腸切除術
③胃空腸吻合術
④下部消化管穿孔

①幽門側切除術
②胃全摘術
③低位前方切除術
④腹腔鏡下S状結腸切除術

①肺葉切除術
②膵頭十二指腸切除術
③LADG

150症例（30） 300症例（100） 450症例（200） 600症例（400）

導入期 習熟期 発展期 熟練期必要ステップ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

内視鏡外科手術目標

成熟レベル

目標術数

腹腔鏡下手術総数（100例）
腹腔鏡下幽門側胃切除術
（助手5例・術者1例）

腹腔鏡下胆嚢摘出術（5例）

腹腔鏡下ヘルニア根治術（5例）
腹腔鏡下虫垂切除術（5例）

腹腔鏡下手術総数（60例）
腹腔鏡下S状結腸切除術（助手5例・術者1例）

腹腔鏡下胆嚢/虫垂/ヘルニア（40例）
腹腔鏡下胆嚢/虫垂/
ヘルニア（50例） 腹腔鏡下手術総数（80例）

腹腔鏡下手術総数（90例）
腹腔鏡下肝切除術（助手5例・術者1例）

腹腔鏡下手術総数（70例）

●宿舎 有
●赴任手当 有（当院規定により、入職時の転居費用を負担）
●福利厚生 埼玉県医師会健康保険組合・厚生年金・雇用保険・
 労災保険加入。療養費見舞金制度有。
●医師賠償保険 病院にて加入。
●健康診断 有（年2回）
●外部の研修活動 学会、研究会等への参加の際には年3日まで勤務扱いとする。
●修了手続き 当院後期臨床研修プログラム終了後に、プログラム
 研修管理委員会の承認を経て、修了証書を授与する。



〒362-8588　埼玉県上尾市柏座1-10-10
TEL.048-773-1111（代表）  FAX.048-773-7122

担当 ： 人事課臨床研修事務 （Mail ： ishi_jinji@ach.or.jp）
http://www.ach.or.jp     URL

【電車でお越しの方】 上野から　JR高崎線：約35分
大宮から　JR高崎線：約8分
新宿から　JR湘南新宿ライン：約37分

　JR高崎線　上尾駅西口より徒歩3分
【お車でお越しの方】　駐車場あり
※駐車場（有料）の台数には限りがございますので、できる限り公共の交通機関でご来院頂きますようお願い致します。

医療法人社団 愛友会

上尾中央総合病院

上尾駅からのご案内 交通のご案内上尾駅より徒歩3分

1 柏厚生総合病院

2 津田沼中央総合病院

3 メディカルトピア草加病院

4 吉川中央総合病院

9 笛吹中央病院

10 白岡中央総合病院

5 浅草病院

6八潮中央総合病院

7船橋総合病院

8 伊奈病院

基幹施設と連携施設マップ

アクセスマップ

上尾中央総合病院

CHIBA

TOKYO

SAITAMA

YAMANASHI

基幹施設

連携施設


