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医療法人社団 埼玉巨樹の会
新久喜総合病院



病院概要

開設 2016年4月1日
開設者 理事長 蒲池健一
院長 瓜生田 曜造
診療科目 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・代謝糖尿病内科・外科・消化器外科・

心臓血管外科・呼吸器外科・乳腺外科・肛門外科・脳神経外科・形成外科・整形外科・泌尿器科・
婦人科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・救急科・病理診断科・リハビリテーショ
ン科

病床数 336床（ICU8床・HCU12床・一般218床・回復期98床）

各種認定・指定

【各種指定】
・救急告示病院
・災害拠点病院
・地域医療支援病院
・埼玉県がん診療指定病院
・埼玉県立がんセンター医療連携施設
・輪番制2次救急病院
・労災指定病院
・生活保護指定病院
・結核予防指定病院
・更生医療指定病院
・原爆医療指定病院
・戦傷病者特別援護法指定病院
・公害健康被害補償法指定病院
・埼玉県DMAT指定医療機関
・日本医療機能評価機構認定病院

【学会認定施設（新専門医制度）】
・日本内科学会認定医制度教育関連施設（専門研修基幹施設）
・日本外科学会外科専門医制度修練施設（専門医制度基幹施設）
・日本整形外科学会専門医制度研修施設（専門医養成連携施設）
・日本脳神経外科学会（専門研修連携施設）
・日本麻酔科学会認定研修施設（専門研修連携施設）
・日本脳卒中学会認定研修教育施設
・循環器専門医研修施設（研修施設）
・日本乳癌学会専門医制度関連施設
・日本呼吸器外科学会（専門研修連携施設）
・日本消化器内視鏡学会指導連携施設
・日本医学放射線学会認定修練機関（専門研修連携施設）
・日本救急医学会認定専門医指定施設（専門研修連携施設）
・日本形成外科学会認定施設（専門研修連携施設）
・日本がん治療認定医機構研修施設
・日本腎臓学会研修施設
・三学会構成心臓血管外科（専門医認定基幹施設）
・日本消化器外科学会専門医制度認定施設
・日本大腸肛門病学会認定施設
・日本腹部救急医学会認定施設
・再建マイクロサージャリー
・心血管インターベンション研修関連施設（申請中）
・病院総合診療医学会認定施設（申請中）

新久喜総合病院外科専門研修プログラム統括責任者

小野聡
防衛医科大学卒
消化器センター長
外科認定医・専門医・指導医
消化器外科専門医・指導医
外科感染症周術期感染管理認定医・教育医
腹部救急暫定教育医・認定医
消化器内視鏡専門医
集中治療専門医
ICD認定
医学博士

青笹季文
防衛医科大学卒
消化器センター副センター長
肝胆膵外科部長
外科認定医・専門医・指導医
消化器外科専門医・指導医
肝胆膵外科高度技能指導医
消化器がん治療認定医
外科感染症周術期感染管理認定医・教育医
大腸肛門病専門医・指導医
消化器内視鏡専門医・指導医
ICD認定医・がん治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医
医学博士

プログラム統括責任者

副プログラム統括責任者



岩本一亜
防衛医科大学卒
消化器センター副センター長
大腸肛門外科部長
外科認定医・専門医・指導医
消化器外科専門医・指導医
大腸肛門病専門医・指導医
消火器がん治療認定医
ストーマ認定士
医学博士

浦田雅弘
東京慈恵医科大学卒
心臓血管外科部長
外科認定医・専門医
心臓血管外科専門医

早野史子（佐賀医科大学卒）
乳腺外科医長
外科専門医
乳腺学会認定医
緩和ケア研修会指導医

秋元寿文
鹿児島大学卒
副院長
外科部長
救急科医長
外科専門医

島内貴弘
香川大学卒
救急科部長
外科部長
外科専門医

新久喜総合病院指導医

新久喜総合病院外科専門研修プログラム指導体制

プログラムは、新久喜総合病院を基幹型とし、福岡和白病院・東京品川病院・
所沢明生病院・帝京大学医学部附属病院を連携施設として構成しています。施
設群を含めた指導医の体制は以下の通りです。

消化器外科 １５名 心臓血管外科 ６名 呼吸器外科 ６名
小児外科 ２名 乳腺内分泌外科 ４名

消化器外科

心臓血管外科

乳腺外科 呼吸器外科

佐賀俊文
杏林大学卒
心臓血管外科医長
外科専門医
脈管専門医
血管内治療認定医
腹部ステントグラフト
指導医
胸部ステントグラフト
指導医
下肢静脈瘤血管内焼灼
術指導医
浅大動脈ステントグラ
フト指導医

宮田剛彰（産業医科大学卒）
呼吸器外科部長
救急科副部長
副医局長
呼吸器外科専門医
外科専門医

田中良昭
防衛医科大学卒
外科認定医・専門医・指導医
胸部外科認定医
心臓血管外科専門医・修練指導
者
脈管専門医
ICD認定医
腹部ステントグラフト指導医
胸部ステントグラフト指導医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医
浅大動脈ステントグラフト実施
医



新久喜総合病院外科専門研修プログラム

基幹施設 ： 新久喜総合病院
連携施設 ： 東京品川病院、福岡和白病院、所沢明生病院、帝京大学（小児外科）
※基幹施設にて最低6ヶ月以上の研修を必須とする。

消化管・腹
部内臓

乳腺 呼吸器 心臓・大血
管

末梢血管 頭頸部 小児外科 腹腔鏡 計

新久喜総合病院 314 81 72 115 133 25 0 （318） 740

福岡和白病院 50 10 10 10 10 10 0 （10） 100

東京品川病院 170 17 13 0 0 16 0 （40） 216

帝京大学医学部附
属病院

0 0 0 0 0 0 20 0 20

所沢明生病院 152 0 16 23 0 0 0 （69） 191

計 686 108 111 148 143 51 20 （437） 1267

当プログラムNCD症例数（2018年）※按分後

（例）新久喜総合病院外科専門研修プログラムローテ

外科

心臓血管外科

呼吸器外科

乳腺外科

外科

心臓血管外科

呼吸器外科

乳腺外科

1年次（基幹施設）
新久喜総合病院

新久喜総合病院

東京品川病院

福岡和白病院

所沢明生病院

帝京大学（小児外科）※必須

2年次
基幹施設＋連携施設

3年次（基幹施設）
新久喜総合病院

4年次以降
サブスペシャリティ

・消化器外科
・心臓血管外科
・呼吸器外科
・乳腺外科
・内分泌外科
・小児外科

上記は新久喜総合病院外科研修プログラムの例を示しています。外科専門医取得を優先事項とし、その
ために必要な症例を経験するためにローテーションは柔軟に構築します。専攻医の人数に応じて基幹施
設や連携施設の研修順序や施設を調節し経験症例数に偏りのないように配慮します。また、カリキュラ
ムの技能を修得したと認められた専攻医には各サブスペシャルティ領域専門医修得に向けた技能教育を
行うことも可能です。



新久喜総合病院の実績

2018年度 外科 心臓血管外科 呼吸器外科 乳腺外科

初診 321 141 140 274

外来患者数 6384 2286 2071 2970

入院患者数 1364 457 469 135

2019年度 外科 心臓血管外科 呼吸器外科 乳腺外科

初診 239 152 41 273

外来患者数 7270 2526 1787 3648

入院患者数 1366 314 400 186

必要症例数

外科専門研修の必須経験目標（手術・処置）

（１）350 例以上の手術手技を経験（NCD に登録されていることが必須）
（２）（１）のうち術者として 120 例以上の経験（NCD に登録されていることが必須）
（３）各領域の手術手技または経験の最低症例数．

①消化管および腹部内臓（50 例）
②乳腺（10 例）
③呼吸器（10 例）
④心臓・大血管（10 例）
⑤末梢血管（頭蓋内血管を除く）（10 例）
⑥頭頸部・体表・内分泌外科
（皮膚，軟部組織，顔面，唾液腺，甲状腺，上皮小体，性腺，副腎など）（10 例）
⑦小児外科（10 例）
⑧外傷の修練（10 点）
＊⑨上記①～⑦の各分野における内視鏡手術（腹腔鏡・胸腔鏡を含む）（10 例）

（一般的な目標）

経験目標数

1 年 次 2 年 次 3 年 次 可 能 な ら

経験症例数
（執刀数）

150症例
（50）

300症例
（100）

450症例
（150）

600症例
（250）

NCD 消化器 呼吸器 心臓・大血管 末梢血管 乳腺 頭頚部 胸・腹腔鏡 合計

2019 571 100 168 165 113 34 382 1151

2018 524 82 135 153 91 35 358 1020

NCD登録症例数



外科後期研修医・専攻医が新久喜総合病院にて経験した症例実績

A後期研修医
研修期間：2017年4月～2019年3月

術者数/手術総数

期間 手術総数 術者数 消化器外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 乳腺外科
その他

（救急含む）

2017.4～2018.3 381 113 96/357 0/1 2/6 15/17

2018.4～2019.3 247 79 61/152 13/88 0/1 0/1 5/5

B後期研修医
研修期間：2017年5月～2018年4月

術者数/手術総数

期間 手術総数 術者数 消化器外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 乳腺外科
その他

（救急含む）

2017.5～2018.4 240 85 21/122 19/59 0/1 19/30 26/28

C専攻医
研修期間：2018年4月～2020年1月

術者数/手術総数

期間 手術総数 術者数 消化器外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 乳腺外科
その他

（救急含む）

2018.4～2019.3 297 81 61/201 4/62 1/4 0/8 15/22

2019.4～2020.1 203 56 0/1 48/186 1/1 7/15

D専攻医
研修期間：2019年1月～2020年3月

術者数/手術総数

期間 手術総数 術者数 消化器外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 乳腺外科
その他

（救急含む）

2019.1～2019.3 91 24 24/91

2019.4～2020.3 169 76 71/158 0/1 0/1 5/9

E専攻医
研修期間：2019年4月～2019年9月

術者数/手術総数

期間 手術総数 術者数 消化器外科 心臓血管外科 呼吸器外科 小児外科 乳腺外科
その他

（救急含む）

2019.4～2019.9 180 64 52/155 1/2 0/2 11/11



プログラム名 新久喜総合病院外科専門研修プログラム

研修期間 3年

募集人数 8名/3年間

身分 常勤（専攻医）

給与 3年目：1000万（当直、時間外手当等込み）
4年目：1050万（当直、時間外手当等込み）
5年目：1100万（当直、時間外手当等込み）

当直 4回/月

住宅 病院による借上式（当院規定による）
家賃の半額を住宅手当として病院補助

その他 学会参加費用の病院補助あり
入職に伴う引越費用は病院負担
海外短期研修制度あり
6年目以降の国内留学制度あり

応募資格 2年間の初期臨床研修修了見込みまたは修了したもの

病院見学 随時
※下記、お問い合わせ先へご連絡ください。

選考方法 書類審査
面接

採用内定 選考後ご本人へ通知

応募書類 履歴書（写真付）
医師免許証（写し）
臨床研修修了見込み証明書または臨床研修修了登録証

お問い合わせ先 〒346-8530
埼玉県久喜市上早見418-1
新久喜総合病院 総務課 専門研修担当
TEL:0480-26-0033
E-mail：kukijinji@shinkuki-hp.jp

専攻医募集要項

tel:0480-26-0033

