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ヘリポート完備
救命センターの指定



病院の概要　501床

• 千葉県八千代市　（人口19.4万） に2006年12月8日開院（きれいです）

• 臨床研修指定病院　（2007年認定）

• 総合周産期母子医療センター　（2007年認定）　千葉県で３か所

• 全県対応小児連携拠点病院　（2008年認定）

• 地域災害拠点病院　（2009年認定）

• 地域医療支援病院　（2011年認定）

• 高密度診療病院　（2012年認定）

• 小児総合医療施設認定（2013年認定）　千葉県で２か所

• ＤＭＡＴ指定医療機関　（2013年指定）

• 救命救急センター（成人　2016年認定）　

• 国際的病院機能評価　（JCI, 2020年 千葉県２か所　医療安全注力）

• 小児救命救急センター（2021年認定）　　千葉県初



病院の実績 (2019.1-12、コロナ前)

豊富な症例数

新規入院患者数　　12,710人/年間

　　　　（うち小児科 2218人、新生児 222人、小児外科 418人）

外来患者数　　　　 　　　993.0人/日

時間外外来患者数　　   59.0人/日

救急車搬送患者数　 　　15.7人/日

                                       （年間 成人 4326件、小児 1402
件）

手術件数　4,271人　　　

分娩数        612人



病院の特徴

救命・救急医療、周産期・小児医療、地域連携を特色とする。

・　地域の急性期医療、密接な地域連携：急性期中心に幅広い研修が可能

・　研修期間を通じプライマリケア・救急・救命医療を重視：一次から三次

　　ヘリポートを備えた３次救急（ICU18床）・成人救命救急セン
ター

　　千葉県初の小児救命救急センター（PICU 10床, 2021年度認定）

・　働きやすい職場環境 　多くの先輩女性医師がいます。

　　研修医室、研修医宿舎（無料）を完備、あいさつを大事にしています。

　　様々な大学・医局出身者の混在、相談しやすい総合医局体制

　　



病院の特徴

県内最大規模の小児診療（年間入院 2,900、小児科医38名）

総合周産期母子医療センターを有し、千葉県最大の産科救急受け入れ

外科の年間手術数 4,700件、小児外科 400件（県内トップレベル）

全国有数の腎移植症例数、千葉県内では No. 1

一次脳卒中センター：脳卒中急性期医療・血管内治療は県内屈指

形成外科では創傷外科、再建外科、先天異常手術をバランスよく修得

小児内視鏡（気管、上部・下部、膀胱鏡）、鏡視下手術に加え、気管手術 



病院キャラクター　ＧＲＥＥＮＳ：八千代医療センターが広く親しまれ、愛さ

れ続けていくためのお手伝いをする、かわいい広報スタッフの８匹です。

それぞれが八千代の森の豊かな自然と大地の恵みを象徴しています。

マメ姉さん　♀

ハナー　♀オニオンくん　♂おみきさん　♀

ナッシッシ　♂ ジョウロ君　♂フタバくん　♂

ミズミズ君　♂



八千代医療センター医療局

内科診療部　消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、
　

　呼吸器内科、腎臓内科、循環器内科、神経内科、リウマチ・
　

　膠原病内科

外科診療部　消化器外科、乳腺・内分泌外科、呼吸器外科、

　　心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科

　　耳鼻咽喉科、泌尿器科、歯科口腔外科、皮膚科

小児診療部　小児科、神経小児科、小児集中治療科、小児

　　救急科、小児外科

周産・女性診療部　新生児科、母体・胎児科、婦人科

中央診療部　麻酔科、救急科、放射線科、内視鏡科、化学療

　　法科、病理診断科、精神神経科



臨床研修プログラム（基本）　定員12名

プログラム構成：　

必修科目：内科（6M） 救急（2） 麻酔科（2） 外科（２）    

　　　　　　 小児科（2） 産科（1） 地域（1） 精神科（1）

1年次： 必修科目である内科6か月、麻酔科2か月、外科2か月、

救急2か月を原則とする。

研修プログラムのフレキシブルな変更が可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2か月前までに申請）。

　　　　　　　



臨床研修プログラム（基本）

プログラム構成：　選択科（7M）

東京女子医科大学八千代医療センター　各診療科

東京女子医科大学　本院・東医療センター 各診療科

地域研修： 千葉県八千代市医師会（緑が丘クリニック、前田産

婦人科、鬼倉循環器内科クリニック） 

たけしファミリークリニック（米国家庭専門医） 

おおた小児科、向日葵ホームクリニック、藤森小児科 

いすみ医療センター、宮城県気仙沼市立本吉病院 　

　　　　　　　



臨床研修プログラム（基本）



2022年度から小児科・産婦人科プログラム

（各２名）を新設します。



産婦人科プログラム

総合周産期母子医療センターにおいて、1年目から産婦人科の専門的

な研修が可能なこと（分娩担当や手術の執刀など）など、将来産婦人科

専攻を考えている初期研修医の先生に最適なプログラム編成となってい

ます。さらに、周産期研修の一環として、新生児蘇生技術の習得を目標

にNICUで1ヶ月研修します。

２年間の研修期間の中で産婦人科６か月、新生児科１か月を研修する。

～　ローテーションの例　～

選択科を産婦人科2ヶ月選択することで、産婦人科地域診療1か月と合

わせて、産婦人科最大9か月研修することが可能です。



小児科プログラム
一般小児病棟74床、小児集中治療室（PICU、千葉県唯一の小児救命救急セ

ンター）10床、新生児室（NICU, GCU、総合周産期母子医療センター）37床を

有し、小児の内科・外科を問わず多くの疾患を経験可能。

小児科プログラムは小児科（２か月）から開始し、２年間の研修期間で小児科

６か月（うち小児集中治療科１か月、新生児科１か月）を研修する。外科研修

（１か月）では小児外科を推奨している。

小児科上級医をメンターとして、各人将来ビジョンに合わせた研修プログラム

を策定する。２年間のうちに小児科関係の学会発表１回を経験する。



臨床研修プログラム　

当直（ER当直）は月に4回まで、あけは休み

給与　1年次  230,000円、2年次  240,000円（住居手当、

　　　　当直料は別途支給）

夏休み　3日　

年休（初年度10日）は最低 5日消化すること

研修医用宿舎あり（徒歩3分、光熱費のみ負担）　　　　　　　



研修セミナー： 

(1)　病院カンファレンス： 年に10回（CPC 3回/年） 

(2)　毎週木曜日　7:30〜研修医向けの画像カンファレンス

(3) 救急セミナー： 初期研修医が陥りやすい救急現場のピッ

      トフォールを年6回 

(4)　小児救急カンファレンス： 症例検討、アドバーンストトリ

　　  アージ、年に10回 

(5)　内科カンファレンス： 年に4～5回 

(6)　各研修科でのカンファレンス・勉強会　
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研修医用宿舎



研修医用宿舎



2019年度 初期臨床研修医

採用 13名　男性 5名、女性 8名

出身大学　東京女子医科大学 4名、千葉大学 2名、

以下１名　　金沢大学、日本大学、愛媛大学、日本医科大学

　

　　　　　　　 北里大学、弘前大学、山形大学

多彩な大学からの研修医

　　　　　　　



2020年度 初期臨床研修医（現在の２年生）

採用 11名　男性 4名、女性 7名

出身大学　東京女子医科大学 4名、千葉大学 2名、

以下１名　　福岡大学、弘前大学、聖マリアンナ医科大学、

　　　　　　　秋田大学、関西医大

多彩な大学からの研修医

　　　　　　　



2021年度 初期臨床研修医（現在の1年生）

採用 3名　男性 2名、女性 1名

出身大学　聖マリアンナ医科大学、獨協医科大学

　　　　　　　



内科の充足に鋭意尽力しています

新井田達雄病院長



八千代医療センター　後期研修

基幹診療プログラム 10科 (2021年度入局者数)

内科   外科 1名 (1) 　小児科 3名 (八千代初期から1名)  

 麻酔科    救急科    産婦人科 4名 (0) 　病理診断

科　形成外科   眼科　泌尿器科 1名 (1) 



八千代医療センター　院内風景



外来棟入り口



外来棟自動受付機



救急車入口



救急処置室１



小児科外来処置室・待合室



小児科外来ブース



第一病棟 3階



NICU



NICU



PICU



PICU



小児科　4人部屋



小児科プレイルーム



外来棟 MRI 室 3.0T



研修医室



研修医室



ローソン



総合医局



図書室



八千代初期研修医OBからのメッセージ

どこでも誰にでも、笑顔で元気に挨拶しましょう。

ハリーコールが鳴ったらとにかく走りましょう。

プレゼンは大きな声でしましょう。

上級医、コメディカル、研修医、常に感謝を忘れないようにしましょう。

八千代はとってもあたたかくて良い病院です！

充実した素敵な研修生活を過ごしてください！

                                                                         　　研修医9・10期生

より



お待ちしています

新井田達雄病院長
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