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国立病院機構

函館病院



函館元町の教会群

きらめきとふれあいの国際観光都市・函館
ペルー来航後、1854年に下田・箱館での外国船が寄港

1859年に横浜・箱館・長崎が開港
早くに市民レベルで異国文化と交流した函館



函館山

函館JR駅
車で15分

函館空港
車で15分

東北へは新幹線直結

東京アクセス（75分)

函館駅

医師
住宅

札幌アクセス（35分)

優れたアクセス高速入口
車で10分



函館市の天候

暖かい季節：6月27日～ 9月30日( 3.1ヵ月)、平均最高気温20℃超
寒い季節：12月5日～ 3月16日( 3.4ヵ月 )、平均最高気温5℃未満

函館市は北海道の中でも雪が割と少ない

北海道の中では非常に住みやすい

30℃を超える日はほとんどない

-5℃以下の日は少ない



独立行政法人国立病院機構函館病院

初期研修募集定員2名

症例数が多く
スキルを早く習得

二次救急対応
多彩な症例経験

福祉厚生が充実
女性医師サポート

フレキシブルな研修

自由選択多い

基幹協力病院
北海道大学病院・仙台医療セン
ター・北海道医療センター等

NHO良質な医師を
育てる研修

国内外学会発表援助



 病床数

入院定床365床（一般300、結核5、重心60）

ICU・CCU 6床

 常勤医が在籍している診療科

・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科

・外科・消化器外科・呼吸器外科・心臓血管外科

・放射線科・泌尿器科・皮膚科・病理診断科

・麻酔科・形成外科・歯科口腔外科

診療



 入院患者数 平均約275名／日
（一般220名、結核1名、重心55名）

●平均在院日数 約15日（7：1看護）
外来患者数 平均 約300名／日

北海道地方循環器病センター
NHO函館消化器病センター
NHO函館がん予防センター

北海道がん診療連携指定病院

函館市輪番制２次救急に参加

診療



ピロリ菌検診

✔ 尿で簡単に検査ができます
✔ 約30分で結果がわかります
✔ 料⾦は1,000円(税込) です

ピロリ菌を

調べたことがありますか

窓口申し込み

迅速尿中HP

抗体検査

結果通知

陽性 陰性

内視鏡検査

除菌治療

医療機関
受診を勧め

現行の保険診療→
医療機関を受診して内視鏡検査を受ける必要

ピロリ検査を希望する場合

自費で簡単にピロリ検査を提供

保険
診療

NHO函館がん予防センター



２次救急

月に4.5から5回

函館市は輪番制

平日 10-20人搬送 入院 5-15人
土日祝 20-40人搬送 入院10-25人

あらゆる外科・内科疾患患者の受入れ

輪番日(月平均) 外来27.4人 （9.1人/日)

入院41.3人(13.8人/日)

だが、通常日の緊急搬送は非常に少ない
＊研修医は二次救急日の深夜0時まで診療補助



① 中規模病院で、研修医は2名ですので、マンツ
ーマンによるきめ細やかな指導を受けられます。

② 多彩な内科・外科の多くの症例に接すること
ができ、処置や検査などの多くの手技を経験させ
てもらえます。

国立病院機構函館病院
の臨床研修の特徴

大規模病院と比べ、研修医あたりの症例が豊富

2年間の初期研修でかなりのスキルアップ
同期に差をつけろ（スタートダッシュが大事）



① 研修医の要望によって、研修が始まって
からでも研修スケジュールを決定・変更する
ことが可能です。

② 自由選択期間に、協力病院の希望科で
の研修を選択することができます。

③病院全体で研修医を積極的にサポートす
る環境にあり、暖かい家庭的な人間関係で
研修ができます。

国立病院機構函館病院の
臨床研修の特徴



研修の特徴 （必修科目）

○ 内科系 6ヵ月 ○外科系 2ヵ月

○循環器内科・呼吸器内科・消化器内科を2～3ヵ月で各専
門医から重点的にマンツーマン指導。

協力病院：北海道医療センター、仙台医療センター、北海
道大学病院にて神経内科・リウマチ科・糖尿病科・腎臓
内科なども選択できます。

○外科系では、消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科・甲状
腺外科など、症例が多彩で手術件数も多い。泌尿器科も
研修も可。

○2年目には心臓血管外科・泌尿器科も。



令和4年度初期臨床研修ローテーション表

〈1年次研修〉

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

〈2年次研修〉

内 科（6ヶ月）/ 外科（2ヶ月）/ 自由選択（1ヶ月）
救急（2ヶ月）/麻酔（1ヶ月）

自由選択（8ヶ月）/ 地域医療（1ヶ月市内協力施設）
婦人科・小児・精神科（3ヶ月以上市内協力施設）

〈1年次研修の例〉

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

内 科
（6ヶ月）

〈2年次研修の例〉

自由選択

外科
（2ヶ月）

救急・麻酔
仙台医療(3ｹ月)

地
域

精神･婦人･小児
北大病院(3カ月)

代謝・内分泌・腎臓
北海道医療(4カ月)

自
由
選
択

奥
尻
国
保

・函館市内で研修する場合

・他の研修を希望する場合



〈1年次研修〉

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

内 科 （6ヶ月）
外 科
（2ｹ月）

〈２年次研修〉

協力病院（救急含む）
（4ヶ月）

協力病院（地域医療含む） （12ヶ月）

協力病院との連携研修プログラム

＊自由選択をすべて協力病院で行うパターン

※原則として、研修期間全体の８ヶ月は、当院内で研修を行う。

《協力病院での研修》 １ 協力病院の研修システムに則り行われます。
2 身分は函館病院ですので、給与は当院の水準で２年間支払われます。

＊協力病院のマッチングから外れた場合の救済オプションとして活用できます。



当院の協力病院

各科： 北海道医療センター（札幌）
仙台医療センター（仙台）
北海道大学病院(札幌)

精神科（市内）： 渡辺病院(函館)
産婦人科・小児科（市内）：

函館中央病院（函館)

地域医療：奥尻国保病院、せたな国保病院、
北美原クリニック（市内）

その他の病院（病院間の交渉が必要）



函館病院

北海道東北グループ

NHOの三本柱
・診療

・臨床研究
・教育研修

全国140病院

日本で最大の病院組織

道内5病院

東北15病院

病床数 53,223床
職員数 62,000人
（医師数 6000人)



① 発表があれば、何度でも国内外の学会出席
に対して旅費・宿泊をバックアップします。

② NHO主催の13領域の良質な医師を育てる
研修に優先的に参加できます。

③ 毎週研修医向けのモーニングレクチャーで
医師を含めた他職種からの勉強会を開催

④ 推奨資格・各学会認定・専門医の取得をバ
ックアップします。

国立病院機構函館病院の
臨床研修の特徴



平成29年度良質な医師を育てる研修
センスとスキルを身につけろ！未来を拓く消化器内科セミナー

於：国立函館病院



○研修病院ﾀｲﾌﾟ 基幹管理型

○応募方法 マッチングによる公募・面接随時

○収入：月給 1年次 約48万円（手当を含む）

2年次 約57万円（手当を含む）

○宿舎あり

公的医療保険・労働者災害補償法の適応・公的年金

保険 全てあり 健康診断年2回

募 集
初期臨床研修医2名





ミシュラン･グリーンガイド･ジャポン

函館の21カ所（29の星）

函館市の観光名所



函館には名物がいっぱい

高い食文化レベル
世界料理学会 in Hakodate

毎年開催



是非、病院見学にお越しください！
旅費・宿泊は補助します。

ホームページをご覧ください

東北へは新幹線で直結


