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病院概要

センター

手術件数

指定・認定等

各科認定施設等

施設基準

医療機器

救急件数

手術室

病床数

5,253件（2017年度）

保険医療機関

労災保険指定医療機関

地域医療支援病院

臨床研修指定病院

救命救急センター

救急告示病院

神奈川県災害協力病院

神奈川DMAT-L指定病院

日本医療機能評価機構認定病院

DPC対象病院

開放型病院認定施設

8,368件（2017年度）

10室 ※内日帰り手術室2室

479床

診療科目

救急指定

区分

所在地

開設

病院URL

法人名

名称

総合診療科、血液内科、外科、眼科、小児科、整形外

科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科、 腎臓内科、

呼吸器内科、呼吸器外科、麻酔科、放射線科、IVR

科、リハビリテーション科、 歯科・歯科口腔外科、

病理診断科、救急科

心臓血管センター（循環器内科、心臓血管外科）
糖尿病センター
内視鏡センター（消化器内科）
マタニティセンター（産科・婦人科）
救命救急センター

三次救急

地域医療支援病院

神奈川県海老名市河原口1320

昭和58年9月

http://ebina.jinai.jp/

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 

海老名総合病院

日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

日本口腔外科学会認定施設

日本消化器病学会認定施設

日本呼吸器外科学会指導医制度関連施設

日本脳神経外科学会専門医認定制度研修施設

日本糖尿病学会認定教育施設

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設

日本心血管インターベンション治療学会研修施設

日本病理学会研修認定施設B

日本腎臓学会専門医制度研修施設

日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

日本内科学会認定医制度教育病院

日本外科学会外科専門医制度修練施設

日本消化器外科学会専門医制度専門医修練施設

日本肥満学会認定肥満症専門病院

日本小児科学会小児科専門医制度研修施設

日本消化器内視鏡学会指導施設

日本救急医学会救急科専門医指定施設

日本麻酔科学会麻酔指導病院（麻酔科認定病院）

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設（拠点

教育施設）

日本血液学会認定血液研修施設

日本有病者歯科医療学会研修施設

日本栄養療法推進協議会認定ＮＳＴ稼動施設

日本高血圧学会専門医認定施設

日本がん治療認定医機構認定研修施設

三学会構成心臓血管外科専門医認定基幹施設

日本産科婦人科学会専門医制度・専攻医指導施設

日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼動施設認定

日本整形外科学会認定専門医制度研修施設

臨床修練指定病院（外国医師又は外国歯科医師が

行う臨床修練）

日本透析医学会透析専門医制度認定施設

日本腎臓学会研修施設

日本臨床細胞学会認定施設

日本臨床細胞学会教育研修認定施設

日本消化管学会胃腸科指導施設

日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設

（日本呼吸器学会）特定地域関連施設認定証

日本乳癌学会関連施設

一般病棟入院基本料（7対1）

臨床研修病院入院診療加算【基幹型臨床研修病

院】

救急医療管理加算

超急性期脳卒中加算  

妊産婦緊急搬送入院加算

診療録管理体制加算1

20対1医師事務作業補助体制加算1

25対1急性期看護補助体制加算（看護補助者5割以

上）

看護職員夜間16対1配置加算

地域加算【5級地】

療養環境加算

重症者等療養環境特別加算

無菌治療室管理加算2

医療安全対策加算1

感染防止対策加算1

感染防止対策地域連携加算

患者サポート体制充実加算

褥瘡ハイリスク患者ケア加算

ハイリスク妊娠管理加算

ハイリスク分娩管理加算

総合評価加算

病棟薬剤業務実施加算1

データ提出加算 2 イ（200床以上の病院）

退院支援加算1

退院支援加算 地域連携診療計画加算

救命救急入院料 1

特定集中治療室管理料3

ハイケアユニット入院医療管理料1

小児入院医療管理料４

地域歯科診療支援病院歯科初診料

歯科外来診療環境体制加算

歯科診療特別対応連携加算

地域歯科診療支援病院入院加算

多目的血管撮影装置（GE）「Innova3100」

循環器系X線診断装置（心臓カテーテル検査装置）

心臓用血管撮影装置（フィリップス）

「Allura Xper FD10/10」

CT（コンピュータ断層撮影装置）

16列マルチディテクターCT（東芝）

「Aquilion16」

80列マルチスライスCT（東芝）

「Aquilion PRIME」

MRI（超伝導磁気共鳴診断装置）

1.5テスラMRI（フィリップス）

「Intera Achieva 1.5T Nova Dual」

1.5テスラMRI（フィリップス）

「Ingenia」

乳房撮影装置（マンモグラフィ）

（GEヘルスケア）

「Senographe DS La Verite」

※デジタルマンモグラフィ検診施設B認定機関

脳神経外科手術用ナビゲーションユニット

ニューロナビゲーションシステム（メドトロニック）

「StealthStation® S7®」

他に、内視鏡、X線TV、骨密度測定装置 など



診療科

診療科の特徴

診療科情報

胃癌・大腸癌・肝臓癌・膵臓癌・胆嚢癌などの消化器系各種悪性腫瘍と、乳癌を対象に診療を行っています。

悪性疾患以外では、主として緊急手術を要する良性疾患、消化管穿孔、虫垂炎、急性胆嚢炎、ヘルニア、腸閉塞などを手がけています。

悪性腫瘍手術では大腸･直腸癌手術を年間145例以上行っており、約半数を腹腔鏡下手術で行っています。

大腸癌の肝転移に対する積極的な肝切除術を行っているほか、肺転移に対しては当院呼吸器外科に依頼して手術を施行していただ

いております。

胃癌手術は年間60件以上を行っており、早期胃癌に関しては完全腹腔鏡下手術で行っています。

転移性・原発性肝癌に対する肝切除、膵臓癌・胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術などの肝胆膵手術にも積極的に取り組んでおりま

す。

胃十二指腸悪性疾患
小腸、結腸悪性疾患
直腸、肛門悪性疾患
肝臓悪性疾患
胆道悪性疾患
膵臓悪性疾患
胃十二指腸悪性疾患
小腸、結腸良性疾患
直腸、肛門良性疾患
肝臓良性疾患
胆道良性疾患（胆嚢結石、総胆管石など）
乳腺悪性疾患
乳腺良性疾患
その他悪性疾患
その他良性疾患

68例（14例）
106例（49例）
41例（20例）
8例
10例（4例）
9例
20例（10例）
160例（65例）
7例
1例
88例（71例）
32例
3例
7例
128例（29例）

医師数

出身大学

主な対象疾患、症状

専門分野

手術件数

常勤 6名(2019年4月～ 外科2名、乳腺2名 増員予定)

山梨大学、日本大学、昭和大学、千葉大学

消化器（胃、大腸、直腸、肝胆膵）の良性悪性疾患

乳腺疾患

消化器（胃、大腸、直腸、肝胆膵）の悪性疾患

688例（2017年1月～12月）

勤務条件

勤務時間

勤務日数

手術コマ数

手術件数

外来診療

受診者数

病棟管理数

研究日

休日

[平日]08:30～17:30  [土曜日]08:30～12:30

4.5日以上/週

5～6コマ/週

15～20件程度/月

2～3コマ/週

10～15名程度/コマ

10～12床程度

応相談

土曜午後、日曜、祝祭日、慶弔休暇、等

給与・福利厚生

給与

卒年別給与例

諸手当

住宅・寮

昇給

賞与

退職金

保険

学会活動

福利厚生

その他

協力連携病院

座間総合病院

当院規定による

10年目：1,150万円

当直手当、時間外手当

住宅手当あり（条件あり）

あり

なし

あり（条件あり）

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

学会費用支給あり（上限10万円/年）

医療費援助制度、福利厚生倶楽部

（提携リゾート施設の優遇等）、

院内保育園、各種同好会等

医局費として月3千円徴収

休暇 年次有給休暇（入職日に3日、以降労働基準法に準拠）、

年末年始（12/30～1/3）、リフレッシュ休暇（3日間）

当直有無

当直体制

オンコール

あり

1名

なし

月

手術・病棟

火

手術・病棟

水

手術

木

手術・病棟

金

外来

土

研究日

日

手術・病棟

AM

PM 手術・病棟 手術 手術・病棟 外来

勤務例）



大学医局の壁を超え

志を一つにする同士が、

実臨床でとことん腕を磨く

やる気があって、

外科の修練を積みたい方は、

ぜひ一緒に頑張りましょう。

当院の外科の魅力は、何といっても幅広い症例を経験できることでしょう。

多種多様な手術が行われており、外科医として幅広い技術を学ぶことができ

ます。手術症例は年間約690件と多く、とことん実臨床に携われる環境です。

一方で、今や自分の生活を犠牲にしても構わないという人が外科医になる時

代ではないので、部長として、プライベートの時間もしっかり取ってもらえ

るように心がけています。

大学の医局の縛りがない分、全員が「海老名総合病院の外科医」という意識で

働いています。ここに来る人はみんな「臨床がやりたい」「自分の腕を磨きた

い」という同じ志を持つ外科医ばかり。医局の垣根を越えて、みんなで協力し

ようという人たちなので、非常に働きやすいです。しかも、忙しいのは承知の

上で患者さんを積極的に受け入れ、頑張ってくれています。

当院の外科は全員がマイルドな性格で、同じ方向性でやっていることが大き

な特徴ですので、人間性のいい方に来てもらいたいですね。あとうちは症例

数が多い上に、救命救急センターがあるため、緊急手術も多いです。多い月は

緊急手術が45%を超える場合もあります。そういう意味では、臨床にどっぷり

浸かれる人でないと厳しいかもしれません。逆に、臨床や手術の経験を積み

たい人にとっては、非常に価値のある職場だと思います。大学の派閥に疲れ

てしまった方にとっても、ストレスなく働いてもらえると思います。

海老名総合病院

外科部長　荻原 英之


