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                                      基 幹  

 公立豊岡病院臨床研修プログラム 

 協 力  

 京都大学医学部附属病院群B プログラム/ C プログラム 

 神戸大学医学部病院群初期研修プログラムたすきがけコース 

 ようか初期研修プログラム 

 綾部市立病院合同臨床研修プログラム 

 鳥取赤十字病院臨床研修プログラム 

 鳥取県立中央病院卒後研修プログラム 

医師臨床研修 

公立豊岡病院組合立豊岡病院

兵庫県豊岡市戸牧1094

明治４年７月１日

公立豊岡病院組合（豊岡市・朝来市の2市で組織）

松原　昭雄

三輪　聡一

１．診 療 科 目

　　内科(総合診療科)､循環器内科､呼吸器内科､消化器科､内分泌･糖尿病内科､脳神経内科､リウマチ科､緩和ケア内科､小児科､

　　皮膚科､精神科､外科､乳腺外科､呼吸器･心臓血管外科､整形外科､産婦人科､眼科､耳鼻いんこう科､泌尿器科､脳神経外科､

　　放射線科､麻酔科､病理診断科､救急集中治療科､形成外科､リハビリテーション科､歯科口腔外科､矯正歯科

２．病　床　数　

    一般病床　463床　　感染症病床　４床　　精神病床　51床　　　　　合計　518床　　

３．学会認定施設

日本泌尿器学会専門医教育施設

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本形成外科学会認定施設

日本神経学会専門医制度准教育施設

設施加参ムラグロプ修研医門専会学科外経神脳本日設施定認会学器吸呼本日

院病育教修研定認医門専会学中卒脳本日設施育教定認会学病尿糖本日

関機練修医門専科線射放会学線射放学医本日設施定認医門専会学圧血高本日

日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設

母体保護法指定医師研修医療機関

日本麻酔科学会麻酔科認定施設

日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 日本臨床細胞学会認定施設

設施修研育教会学胞細床臨本日設施修研度制医門専会学科児小本日

日本臨床腫瘍学会認定研修施設

日本救急医学会救急科専門医指定施設

設施定指度制定認会学療医空航本日設施練修度制医門専会学科外本日

設施修研医門専会学医療治中集本日設施練修医門専会学科外器化消本日

日本乳癌学会認定医・専門医制度認定施設 日本外傷学会外傷専門医研修施設

三学会構成心臓血管外科専門医認定機構関連施設 日本腹部救急医学会教育医制度認定施設

関連10学会構成胸部ステントグラフト実施施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設

関連10学会構成腹部ステントグラフト実施施設 日本急性血液浄化学会認定指定施設

日本病理学会病理専門医制度研修認定施設B

設施修研准定認度制医門専会学科外腔口本日設施施実トフラグトンテス脈動腿大浅

呼吸器外科専門医合同委員会認定関連施設 日本小児口腔外科学会認定医制度研修施設

下肢静脈瘤に対する血管内灼術の実施基準による実施施設

４．併設施設等

日本内科学会認定医制度教育関連施設

但馬救命救急センター　　　　　　　　　　認知症疾患医療センター　　　　　　　　　　但馬こうのとり周産期医療センター

病　院　の　概　要

日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度
　　　周産期専門医（新生児）指定認定施設

日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度
　　　周産期専門医（母体・胎児）指定施設

日本消化器内視鏡学会指導施設

名 称

所 在 地

開 設 年 月 日

開 設 者

管 理 者

病 院 長

日本消化器病学会関連施設

日本乳房オンコプラスティックサ－ジャリ－学会認定
　　インプラントエキスパンダー実施施設

日本心血管インターベンション治療学会研修施設群連携施設

日本アレルギー学会アレルギー専門医準教育研修施設
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 図 書  

国内図書5,403冊     国外図書690冊 

国内雑誌  82種類    国外雑誌 45種類 

文献検索 （医中誌Web／J DreamⅢ） 

文献取寄せあり （有料） 

 

 

 各種診療支援ツール  

◇ 文献検索         医中誌Web 

◇ 診療支援ツール     Up To Date、今日の臨床サポート、Safety Plus 

 

 ※診療支援ツールは施設外からも利用できます。 

  全て、ポータルサイト「Ovid Discovery」からアクセスできます。 

 

 宿 舎  

◇ 研修医宿舎 

１K30㎡ （賃料6,300円/月） 

※研修医宿舎の利用状況に応じ、たすきがけコースの研修医・歯科研修医には借上げ宿舎を 

斡旋する場合があります。 

 

◇ 医師宿舎（単身用・世帯用） 

   医師宿舎、借上げ宿舎あり（医師宿舎は戸数に限りがあります。） 

   ただし、医師本人が住宅を借り受けて居住する場合は規定に基づき住居手当を支給。 

  （雇用形態により手当を支給しない場合があります。） 

※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合の処遇は基幹施設に確認してください。 

 

 

 保育所  

  病院敷地内に保育所を設置 

  日勤帯のみ保育を受け入れ（詳細は職員課までお問い合わせください。） 

 

※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合、処遇は基幹施設に確認してください。 

 

 個人用デスク  

◇ あり 

◇ 研修医・歯科研修医は研修医室に設置 

 

 

 

 

 シミュレーター  

レサシアン、気管内挿管用レサシアン、AED、気道管理トレーナー、ハートシム 等 
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※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合の処遇は基幹施設に確認してください。 

 

 

 保育所  

  病院敷地内に保育所を設置 

  日勤帯のみ保育を受け入れ（詳細は職員課までお問い合わせください。） 

 

※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合、処遇は基幹施設に確認してください。 

 

 個人用デスク  

◇ 研修医・歯科研修医は研修医室に設置 

◇ 医師・歯科医師は総合医局または救急科医局に設置 

 

 

 

 

 シミュレーター  

レサシアン、気管内挿管用レサシアン、AED、気道管理トレーナー、ハートシム 等 

 

 

 

－ 研修環境 － 

 

 図 書  

国内図書5,403 冊     国外図書690 冊 

国内雑誌  82 種類    国外雑誌 45 種類 

文献検索 （医中誌Web／J DreamⅢ） 

文献取寄せあり （有料） 

 

 

 各種診療支援ツール  

◇ 文献検索         医中誌Web 

◇ 診療支援ツール     Up To Date、今日の臨床サポート、Safety Plus 

 

 ※診療支援ツールは施設外からも利用できます。 

  全て、ポータルサイト「Ovid Discovery」からアクセスできます。 

 

 宿 舎  

◇ 研修医宿舎 

１K30 ㎡ （賃料6,300 円/月） 

※研修医宿舎の利用状況に応じ、たすきがけコースの研修医・歯科研修医には借上げ宿舎を 

斡旋する場合があります。 

 

◇ 医師宿舎（単身用・世帯用） 

   医師宿舎、借上げ宿舎あり（医師宿舎は戸数に限りがあります。） 

   ただし、医師本人が住宅を借り受けて居住する場合は規定に基づき住居手当を支給。 
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◇ 医師・歯科医師は総合医局または救急科医局に設置 
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レサシアン、気管内挿管用レサシアン、AED、気道管理トレーナー、ハートシム 等 
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 Web 会議システム  

   医師の孤立防止と最新の医療情報の共有を目的に、公立豊岡病院組合の４病院（豊岡・ 

日高・出石・朝来）と神戸大学・兵庫県立尼崎総合医療センター・兵庫県立丹波医療センター 

などをテレビ中継で結び、合同カンファレンスなどを開催しています。 

 

 

 

 共通講習  

 院内で開催される講演の一部は日本専門医機構の共通講習に申請・認定されているため、 

専門医取得・更新に必要な単位を取得することができます。 

 

 

 

 

 

 自動車レンタル  （豊岡病院組合互助会事業） 

  

           車種（サンプル） 

期間（例） 

TOYOTA アクア 

（未走行車）（税込） 

一般軽自動車 

（未走行車）（税込） 

6 ヶ月～ 49,680 円～／月 32,400 円～／月 

24 ヶ月～ 44,280 円～／月 29,160 円～／月 

60 ヶ月～ 36,720 円～／月 16,200 円～／月 

＜メンテナンスに含まれる内容＞ 

車検、法定一年点検、部品交換（ワイパーゴム、スパークプラグ、エンジンオイル、オイルエレメント、バッテリー、バッテリー液、 

ウォッシャー液）、タイヤ代（夏・冬各4 本）、シーズン毎のタイヤ脱着料（夏タイヤ⇔冬タイヤ） 

 

※保険料 月々5,260 円～ 車種、条件に合わせて試算します。 

※ナビ・ETC・ドライブレコーダー付プラン等、ご相談ください。 

※レンタルリース開始の際に初期費用をご用意ください。（登録料（43,200 円税込）、保証料（20,000 円refundable）、JAF 会員登録料） 

 

■自動車レンタルのサービス内容・料金等は令和3 年10 月現在のものです。 

掲載内容は経済事情等により変更される場合がありますので、詳細は下記までお問合わせください。 

【 問合わせ先 】   

ワタキ自動車株式会社 

兵庫県豊岡市寿町11－5  Tel ： (0796) 22-4155  Fax ： (0796) 24-5380  営業時間 ：9:00－18:00 定休日：第3 水曜日 

 

2022 年出展予定の合同説明会

@ 大阪国際会議場 10F
-address-  大阪市北区中之島 5-3-51

@ 神戸国際会議場 301, レセプションホール
-address-  神戸市中央区港島中町 6-9-1

2.19.Sat　   臨床研修病院説明会 / 臨床研修病院説明会

5 月上旬    兵庫県臨床研修病院合同説明会 / 兵庫県主催

@ 京都大学医学部芝蘭会館　山内・稲盛ホール
-address-  京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内

5 月中旬 研修医・医員募集説明会 / 京都大学主催

11:00-16:00

13:30-16:30

12:00-15:15

13:00-17:40
11 月中旬 兵庫県養成医師臨床研修指定病院・研修内容説明会 @ 神戸大学医学部附属地域医療活性化センター

-address-  神戸市兵庫区荒田町 2-1-5

1. 氏名
2. 所属（○○大学○年生 /〇〇病院〇年目研修医） 
3. 連絡先 メールアドレス
4. 見学希望診療科（または救急当直） と日時
5. 来院および帰院の予定時刻
6. 来院方法 　自家用車の場合：到着予定時刻、車種・色・ナンバー（警備の都合） 
7. 宿泊の希望　研修医宿舎に空室がある場合は、宿泊先として提供可能（医師・歯科医師臨床研修未履修の
　方のみとなります。それ以外の方は各自で宿泊先を確保してください。）。事前連絡が必要です。

　病院見学を希望する方は、下記のアドレスに次の事項を添えてお申込みください。日程を調整のうえ、
後日回答します。病院見学者（医師・歯科臨床研修未履修の方のみ）には交通費10,000円を助成しています。

　豊岡病院では各大学の卒前教育に協力して学生実習を受け入れています。豊岡病院で実習を希望する方
は在籍する大学の担当課を通じてお申し込みください。（受入枠に限りがあるため、受入できない場合も
あります。）

1. 受入診療科：総合診療科、循環器内科、脳神経内科、産婦人科、救急集中治療科など
2. 派遣大学：京都大学、大阪大学、神戸大学、自治医科大学、愛知医科大学など

京都大学医学部附属病院

近畿地区

事務局主催

/ 兵庫県・神戸大学主催

お申込・問合せ先　　kenkyuu.toyooka@toyookahp-kumiai.or.jp 

お申込・問合せ先　　kenkyuu.toyooka@toyookahp-kumiai.or.jp 

説明会

病院見学

学生実習
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山陰海岸国立公園 ジオパーク 

大乗寺 

玄武洞 

出石伝統的建造物群保存地区 

竹田城跡 

生野銀山 など

但馬牛 松葉ガニ

ようか豚 アマダイ 

但馬鶏 甘エビ

出石そば ホタルイカ

天然アユ ノドグロ 

二十世紀梨 など 

神鍋高原スキー場 

ハチ北高原スキー場 

スカイバレイスキー場

おじろスキー場 

氷ノ山国際スキー場 など 

城崎温泉 

竹野温泉 

湯村温泉 

シルク温泉

久美浜温泉 

夕日ヶ浦温泉  など 

浜坂県民サンビーチ

佐津海水浴場 

竹野浜海水浴場 

小天橋（小天橋海水浴場） 

夕日ヶ浦浜詰海水浴場 

琴引浜（掛津海水浴場）など 

氷ノ山、鉢伏山（登山・トレッキング） 

神鍋高原（パラグライダー、キャンプ場） 

兎和野高原（キャンプ場） 

生野銀山湖（バス釣り）

矢田川、大屋川（アユ釣り） など

※◯◯は開催場所 病院・・・豊岡病院 豊岡・・・豊岡市

養父・・・養父市 朝来・・・朝来市 新温泉・・・新温泉町

香美・・・香美町

報情トンベイ

４月 

上旬 オリエンテーション 病院

上旬 立雲峡さくらまつり 朝来

上旬 浜坂みなと ほたるいか祭り 

新温泉

中旬～下旬 たんとうチューリップ 

まつり 豊岡

中旬 出石そば喰い大会 豊岡

下旬 香住ジオパーク・フルマラソン大会 香美

５月 

上旬～中旬 藤まつり 朝来

中旬 親善バレーボール大会 病院

下旬 麒麟獅子マラソン大会 新温泉

６月 

上旬 湯村温泉祭 新温泉

上旬 みかた残酷マラソン全国大会 香美

中旬 マラソン大会 香美・豊岡

中旬 ほたる祭り 養父

７月 
上旬 海水浴場海開き 豊岡・香美・新温泉

下旬 花火大会 豊岡・香美・新温泉

８月 

１～２日 豊岡柳まつり 豊岡

１日 豊岡おどり参加 病院

中旬 西日本医科学生総合体育大会

（ソフトテニス・ラグビー）豊岡

中旬 県養成医学生 

地域医療夏季セミナー 豊岡・朝来

下旬 医師修学資金貸与医学生ホームカミングデー 豊岡

下旬 花火大会 朝来

９月 

上旬 カニまつり 香美

上旬 神鍋火山祭り 豊岡

下旬 村岡ダブルフルウルトラランニング 香美

第４日曜 但馬牛まつり 新温泉

１０月 

中旬 竹田秋祭り 朝来

中旬 但馬・食文化祭 朝来

中旬 出石秋祭りだんじり 豊岡

１１月 

３日 出石お城まつり 豊岡

上旬 新そば祭 豊岡

上旬 カニまつり

豊岡・香美・新温泉

中旬 豊岡病院祭 病院

１２月 中旬 スキー場オープン 豊岡・養父・香美・新温泉

１月 ９～１０日 宵田 十日えびす 豊岡

２月 
上旬 兵庫県雪合戦大会 香美

中旬 美方高原雪まつり 香美

３月 

１日 竹田城山開き 朝来

上旬 かすみカニ感謝祭 香美

上旬 鉢伏雪まつり 養父

中旬 臨床研修修了式 病院

第３土曜 出石初午大祭 豊岡

おでかけスポット イベント情報
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上旬 立雲峡さくらまつり 朝来

上旬 浜坂みなと ほたるいか祭り 

新温泉
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下旬 麒麟獅子マラソン大会 新温泉

６月 

上旬 湯村温泉祭 新温泉

上旬 みかた残酷マラソン全国大会 香美

中旬 マラソン大会 香美・豊岡

中旬 ほたる祭り 養父

７月 
上旬 海水浴場海開き 豊岡・香美・新温泉

下旬 花火大会 豊岡・香美・新温泉

８月 

１～２日 豊岡柳まつり 豊岡

１日 豊岡おどり参加 病院

中旬 西日本医科学生総合体育大会

（ソフトテニス・ラグビー）豊岡

中旬 県養成医学生 

地域医療夏季セミナー 豊岡・朝来

下旬 医師修学資金貸与医学生ホームカミングデー 豊岡

下旬 花火大会 朝来

９月 

上旬 カニまつり 香美

上旬 神鍋火山祭り 豊岡

下旬 村岡ダブルフルウルトラランニング 香美

第４日曜 但馬牛まつり 新温泉

１０月 

中旬 竹田秋祭り 朝来

中旬 但馬・食文化祭 朝来

中旬 出石秋祭りだんじり 豊岡

１１月 

３日 出石お城まつり 豊岡

上旬 新そば祭 豊岡

上旬 カニまつり

豊岡・香美・新温泉

中旬 豊岡病院祭 病院

１２月 中旬 スキー場オープン 豊岡・養父・香美・新温泉

１月 ９～１０日 宵田 十日えびす 豊岡

２月 
上旬 兵庫県雪合戦大会 香美

中旬 美方高原雪まつり 香美

３月 

１日 竹田城山開き 朝来

上旬 かすみカニ感謝祭 香美

上旬 鉢伏雪まつり 養父

中旬 臨床研修修了式 病院

第３土曜 出石初午大祭 豊岡

おでかけスポット イベント情報

豊岡病院

内分泌・糖尿病内科

眼科

乳腺外科

呼吸器・心臓血管外科

矯正歯科

脳神経内科 緩和ケア内科

栄養指導室

FamilyMart

研修医室

図書室

医局医局

関西の主要都市からの移動時間は概ね次のとおりです。
京都市　鉄道：２時間２０分　　自動車：３時間１０分
大阪市　鉄道：２時間３０分　　自動車：２時間３０分
神戸市　鉄道：２時間３０分　　自動車：２時間１５分
鉄道利用の場合、ＪＲ豊岡駅より路線バスで 10 分

「豊岡病院」バス停下車すぐ。
阪神間から自動車で来院する際は、北近畿豊岡自動車道 
但馬空港 IC までの利用が便利です。

但馬空港 IC

日高神鍋 IC

【アクセス】 【外来･研修･福利厚生施設】

案内図案内図

豊岡病院

内分泌・糖尿病内科

乳腺外科

胸部・心臓血管外科

矯正歯科

脳神経内科

FamilyMart

研修医室

図書室

医局医局

関西の主要都市からの移動時間は概ね次のとおりです。
京都市　鉄道：２時間２０分　　自動車：３時間１０分
大阪市　鉄道：２時間３０分　　自動車：２時間３０分
神戸市　鉄道：２時間３０分　　自動車：２時間１５分
鉄道利用の場合、ＪＲ豊岡駅より路線バスで 10 分

「豊岡病院」バス停下車すぐ。
阪神間から自動車で来院する際は、北近畿豊岡自動車道 
日高神鍋高原 IC までの利用が便利です。

【アクセス】 【外来･研修･福利厚生施設】
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Toyooka Hospital

公立豊岡病院 ( 医科･歯科 / 初期･後期 )
　　　　　　   研修ガイドブック 2022

病院機能評価認定病院

-

公立豊岡病院組合立豊岡病院
教育・診療支援部 教育研修課

〒668-8501 兵庫県豊岡市戸牧 1094 番地
TEL 0796-22-6111
kenkyuu.toyooka@toyookahp-kumiai.or.jp
http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/toyooka/
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