
教室名 日　時 場　所 問合せ先 備　考

6月5日（火） 福浦　臨床研究棟　A202

6月28日（木） センター病院　場所未定

5月11日（金）
19：30～

横浜市立大学医学部
先端医科学研究棟5階P503

福浦、センター病院の呼吸器内科の現状を説明。また、
呼吸器内科分野の、学問的魅力や関連病院の多さや働
きやすさをスライドを用いて説明。

6月20日（水）
重慶飯店新館
（ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜内）

各呼吸器内科関連病院の部長による教室の説明を実
施。核関連病院で学べる呼吸器疾患や労働環境などの
説明に加え、前回同様、呼吸器内科分野の学問的魅力
なども強調。

6月7日（木）
19:00～

市大医学部臨床棟2階Ａ２０
２室

7月4日（水）
19:00～

崎陽軒本店４階
（横浜駅東口）

7月31日(火）
19:00～

市大医学部臨床棟2階Ａ２０
２室

6月1日（金） 附属病院A209

近藤正晃
☎045-787-2800（内線5383）
E-mail：mkondou@yokohama-
cu.ac.jp

7月5日（木） センター病院4階会議室

近藤正晃
☎045-787-2800（内線5383）
E-mail：mkondou@yokohama-
cu.ac.jp

6月22日（金）
19：30～

TKPガーデンシティ横浜

7月18日（水）
19：30～

TKPガーデンシティ横浜

5月19日（土）
12時～

横浜市大附属病院
臨床研究棟2階　A202

6月9日（土）
12時～

横浜市大附属病院
臨床研究棟2階　A202

7月予定 市民総合医療センター

5月2日（水）
医学部臨床研究棟2階
A202

説明会の後に、場所を変えて懇親会をおこないます。

6月15日（金）
市大センター病院
本館3階会議室

説明会の後に、場所を変えて懇親会をおこないます。

がん総合医科学
予定なし
（応相談）

医局長　小林規俊
E-mail：norikoba@yokohama-
cu.ac.jp

6月1日（金）
センター病院（詳細はメー
ルでお問い合わせください）

7月13日（金）
センター病院（詳細はメー
ルでお問い合わせください）

血液・免疫・感染症内科学
松本　憲二
E-mail：sec1nai@yokohama-
cu.ac.jp

ホームページをご参照ください
http://www.ycuhri.com/

呼吸器病学

呼吸器病学教室医局長　原　悠
☎045-352-7962（直通）
E-mail：pulmo2@yohohama-
cu.ac.jp

精神医学
須田　顕
E-mail：psy_resi@yokohama-
cu.ac.jp

当教室は大学病院でありながら精神科救急・合併症医療
にも対応する、国内有数の精神科臨床施設を持ち、これ
までに地域の精神科医療で活躍する数多くの精神科医
を輩出してきました。当科の伝統ある研修をさらにリ
ニューアルした、専攻医研修プログラムについて御紹介
します。説明会の後は懇親会もご用意しておりまして、そ
こでは若手の医師らが楽しくも充実した研修生活を送っ
ている事を感じていただく事が出来ると思います。奮って
ご参加ください。当日は筆記具をご持参ください。

循環器・腎臓・高血圧内科学

医局長　細田順也
☎045-787-2635
E-mail：j_hosoda@yokohama-
cu.ac.jp

当日は、教室の紹介、大学及び協力病院の紹介、研究
グループの紹介、新内科専門医制度、卒後教育プログラ
ム等についての紹介を予定いたしております。個別のご
質問・ご相談も受け付けております。説明会終了後には
懇親会の場を設けます。年代の近い教室員も多くいます
ので、気軽にお話をお聞きいただけるのではないかと思
います。
どうぞお気軽にお越しいただければ幸いです。
また、教室見学（木曜日）も随時受付中です。

消化器内科学
附属病院、センター病院の2大学病院を中心に、臨床・研
究に取り組んでおり、神奈川県内を中心とした地域の基
幹病院とも連携をとり研修をしていただいています

肝胆膵消化器病学

佐藤高光
☎045-787-2640（医局）
　MPS：6017
E-mail：tkmtsato@yokohama-
cu.ac.jp

事前申し込み不要。当日参加、お待ちしています。

内分泌・糖尿病
内科学

医局長　伊藤譲
☎：045-787-2639
E-mail：yito_yu@yokohama-
cu.ac.jp

若手が活躍できる環境が整っていますので、興味のある
方は是非ご参加ください。
毎週木曜日午前に教室見学も受け付けております。お気
軽にご連絡下さい。
詳細はホームページをご参照下さい。
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~nai3naib/wp/

神経内科学・
脳卒中医学

E-mail：neuro@yokohama-cu.ac.jp



6月20日（水）
19：00～

福浦
臨床研究棟2階 A202

専攻医研修プログラムについて，連携病院について、多
様なSubspecialtyについて、等々いろいろ説明します。
小児科に少しでも興味のある方はぜひお越しください。
当日参加も大歓迎です!!

7月1日（水）
12：30～

センター病院
本館6階会議室

よこはま夏セミ（初期研修医・後期研修医向け夏のセミ
ナー）として開催します。
終了後は中華街で懇親会を行います。

「横浜ってどんなところ？」、「小児科医って...？」、「後期
研修医の生活って...？」、「留学・研究生活ってどんな感
じ？」、「女性医師のキャリアって...？」
よこはま夏セミでその答えを探してみませんか？
“未来”そのものであるこどもたちに私たちの持てる力を
注ぎ込む職業「小児科医」を横浜市立大学で一緒に目指
しませんか？

5月10日（木）
附属病院
医局内564

佐藤勉
E-mail：tsato.football@gmail.com

手術手技セミナー後に行います(消化器)

6月22日（金）
附属病院
医局内564

中山博貴
E-mail：h-nak@kb3.so-net.ne.jp

手術手技セミナー後に行います（乳腺、甲状腺）

8月29日（水） 市大センター病院
伊坂哲哉
l401092k@yahoo.co.jp

手術手技セミナー後に行います（呼吸器）

9月22日（金）
附属病院
医局内564

佐藤勉
E-mail：tsato.football@gmail.com

手術手技セミナー後に行います（消化器）

7月27日（金）
附属病院
医局内564

町田大輔
E-mail：d-
machida@cosmos.ocn.ne.jp

手術手技セミナー後に行います（心臓血管）

5月14日（月）
外科専門医制度や外科医としてのキャリアアップ、外科
医を継続しながらの出産・子育てなどについて説明しま
す

6月14日（月）
外科専門医制度や外科医としてのキャリアアップ、外科
医を継続しながらの出産・子育てなどについて説明しま
す

産婦人科学

5月26日（土）
ハンズオン
14：30～
懇親会
17：00～

横浜市立大学
医学部
シミュレーション
センター
（ハンズオン）
↓
テクノタワーホテル
へ移動

倉澤　健太郎（医局長）
☎045-787-2691
E-mail：kuraken@yokohama-
cu.ac.jp

 横浜市立大学産婦人科のプログラムには、附属病院と
センター病院を基幹施設とする２つの専門研修プログラ
ムがあり相互に連携しています。どちらのプログラムを選
択しても、周産期,、生殖内分泌、腫瘍、女性のヘルスケ
アをバランス良く経験することができ、産婦人科医師とし
て、基本的診療能力や幅広い知識を研修プログラムの中
で共通課題として確実に習得し、社会に貢献することと
共に、専門医取得後のサブスペシャリティの研修への円
滑な移行を図ることができます。附属病院とセンター病院
が共通の連携指導施設は、横浜市内は市立市民、済生
会南部、横浜労災、横浜南共済、横浜医療センター、県
域では藤沢市民、小田原市立、大和市立、横須賀共済、
海老名レディース（高度生殖医療技術実習）、県外では
鹿児島大です。また、附属病院は独自にうわまち病院、
県立がんセンター、手稲渓仁会病院（北海道）と連携、セ
ンター病院は独自に県立こども医療センター、亀田総合
病院（千葉）と連携しています。3年目にサブスペシャリ
ティーを考慮した研修を希望する場合には、周産期（主と
してセンター病院、こども医療センター）、腫瘍（主として
附属病院、神奈川県立がんセンター）、生殖医療（主とし
てセンター病院）、内分泌、婦人科内視鏡など、それぞれ
機能分担された診療ユニットでフレキシブルに研修が可
能な体制としています。また、医師の働き方改革、女性医
師の継続就労支援にも積極的に取り組んでいます。

7月2日（月） 附属病院　研究棟　A603

9月25日（火）
センター病院
医局内5階カンファレンス室

11月22日（木） じゃのめや

泌尿器科学 7月下旬 外部施設
医局長
センター病院　泌尿器腎移植科
寺西淳一

参加希望者は医局長まで連絡して下さい（人数の確認の
ため）
２回目以降については未定

小児科学

センター病院
小児総合医療センター
渡辺好宏
☎045-261-5656(MPS 7368)
E-mail：ycuped@yokohama-
cu.ac.jp

外科治療学

消化器・腫瘍外科学 消化器・腫瘍外科 医局
小坂隆司
E-mail：t_kosaka@yokohama-
cu.ac.jp

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学
西村剛志　MPS 6872
E-mail：gnishimu@yokohama-
cu.ac.jp



6月8日（金） 皮膚科医局Ａ245

7月6日（金） 皮膚科医局Ａ245

5月29日（火）
18：30

医局　A345

7月19日（火）
18：30

医局　A345

視覚再生外科学
（センター病院眼科）

6月22日（金） 未定
堀米由香
☎内線7468
E-mail：horigome.yuka@gmail.com

7月3日（火）
附属病院　形成外科医局
（A525)

北山晋也
☎内線5276
E-mail：kitayamaycuprs@gmail.com

8月2日（木）
センター病院　本館３階会
議室

堀弘憲
☎内線7543
E-mail：h_hori@yokohama-cu.ac.jp

放射線診断学
5月7日（月）

18：00～
臨床研究棟A202

吉田　啓介
E-mail：radikyok@yahoo.co.jp

放射線医学講座は、今年度より画像診断部門と治療部
門の2つの新しい講座となりました。 第1回医局説明会
は、2講座合同で開催します。 画像診断・核医学・IVRに
興味のある方は、17時〜18時の説明会にご参加くださ
い。沢山の方のご参加をお待ちしております。

放射線治療学
5月7日（月）

18：00～
臨床研究棟A202 E-mail：rad_oncol@yahoo.co.jp 専門医制度、指導体制、大学院、関連施設、待遇など

5月19日（土）
パシフィコ展示ホール２F
レストラン『DANZERO』

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~masuika/ をご覧下
さい。
会期5月17日～19日の『第65回日本麻酔科学会研修医
招待企画』（パシフィコ横浜）　にもぜひご登録ください。

12月1日（土）～
2日（日）

【箱根セミナー】
ザ・プリンス箱根芦ノ湖

※1泊2日のセミナーです。箱根プリンスホテルにて、麻酔
科の手技/プログラム情報などをご案内します。事前申し
込みが必要です。5月からHPにて申込開始予定です。
（HP以外からの受け付けは行っておりません）

脳神経外科学
5月14日（月）

19：00～
横浜市立大学医学部A649
脳神経外科医局

清水
☎045-787-2663
E-mail：nshimizu@yokohama-
cu.ac.jp

脳神経外科学会の研修制度の説明
当教室主催している後期研修プログラムの特徴の紹介
手術器具を実際に使用体験するハンズオンの開催

リハビリテーション科学
７月３日（火）

19：00～

横浜駅周辺
参加者数に合わせて、6月
に詳細な場所を決めます。

秘書　加藤、助教　野々垣
☎045-787-2713（医局）
E-mail：nonog@yokohama-cu.ac.jp

中村健主任教授を中心とした医局は、急性期リハビリ
テーションを主軸にあらゆる分野のリハビリテーションを
経験できます。神奈川県でのリハ科地域枠は、H30年度
は余裕があり、3名の専攻医が、後期研修を受けていま
す。
2回目の医局説明会については未定ですが、参加者がい
れば開催します。

病理部・病理診断科
未定

（応相談）
E-mail：diagpath@yokohama-
cu.ac.jp

臨床検査部
予定なし
（応相談）

山崎　悦子
E-mail：etsukoy@yokohama-
cu.ac.jp

5月2日（水）
19：00～

市民総合医療センター
救急棟3階メディカルトレー
ニングセンター

救急医学教室秘書
E-mail：qq_sec@yokohama-
cu.ac.jp

5月29日（火）
19：00～

市民総合医療センター
救急棟3階メディカルトレー
ニングセンター

救急医学教室秘書
E-mail：qq_sec@yokohama-
cu.ac.jp

7月24日（火）
19：00～

市民総合医療センター
救急棟3階メディカルトレー
ニングセンター

救急医学教室秘書
E-mail：qq_sec@yokohama-
cu.ac.jp

7月27日（金）
18：30～

福浦キャンパス
A423

県内研修コース　農村総合診療コース（佐久総合病院 小
海分院、小海診療所連携）の2コースについて

8月31日（金）
19：00～

センター病院
救急棟1F会議室

県内研修コース　農村総合診療コース（佐久総合病院 小
海分院、小海診療所連携）の2コースについて

眼科学

野村英一
☎内線2683
E-mail：opikyoku@yokohama-
cu.ac.jp

来年度シニアレジデントになる先生、眼科に興味ある先
生は是非説明会に参加して下さい。

皮膚科学

渡邉　裕子
☎045-787-2675
E-mail：dermaycu@yokohama-
cu.ac.jp

総合診療医学

教室秘書 村串
☎内線2706
E-mail：soushin1@yokohama-
cu.ac.jp

形成外科学

想像力とあらゆる手法・技術を駆使して、形態や機能を
改善する、手術に特化した診療科です。興味のある方は
話を聞きに来て下さい。説明会後に懇親会あります、そ
ちらもぜひご参加を。

麻酔科学
麻酔科医局
E-mail：anesthes@yokohama-
cu.ac.jp

救急医学

・横浜、横須賀地域を中心に、高度救命救急センター、重
症外傷センターを始め、複数の救命救急センター、二次
救急医療機関を連携施設に持ち、ER型、集中治療型な
ど多種多様な施設で研修を行うことができます。
・レクチャー、ジャーナルクラブ、シミュレーション教育を3
本柱にすえており、充実した教育体制があります。
・基礎研究から臨床研究まで幅広く研究に力をいれてお
り、専門の医療統計専門家のサポートも受けられます。
・女性救急医も多数活躍しています。
・ここでは伝えきれない多数の魅力があります。是非説明
会にお越し下さい。心よりお待ちしております。
（教室HP）
http：//www-user.yokohama-cu.ac.jp/~er-urahp
（教室facebookページ）
https：//www.facebook.com/yokohamaccem/


