
独立行政法人 地域医療機能推進機構

船橋中央病院



船橋中央病院

（船橋市）

近隣
市川市
習志野市
鎌ヶ谷市
八千代市



都道府県(従業地)別にみた医療施設に従事する
人口10万対医師数 （厚生労働省 平成26年12月）

平成18(2006)年12月31日現在

多い順 京都府が307.9人、徳島県303.3人、東京都304.5人
少ない順 埼玉県が152.8人、茨城県169.6人、千葉県182.9人



概要
創設 昭和24年6月

診療科 18科

内科 小児科 小児外科 外科 整形外科

形成外科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科

新生児科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科

放射線科 麻酔科 病理診断科 総合診療・救急科

病床数 ４６４床

併設施設 健康管理センター

周産期母子医療センター

内視鏡センター

船橋中央病院附属看護専門学校

基幹型臨床研修病院

千葉大学医学部附属病院の協力型臨床研修病院



平成29年度実績

医師数 62名（全科）

1日平均入院患者数 285人

病床利用率 75.4%

平均在院日数 16.3日

1日平均外来患者数 822人

経常収益 約2億8000万円黒字



研修概要
• 初期研修
管理型臨床研修病院

千葉大学医学部附属病院の協力型臨床研修病院

一年目 内科、救急、（外科、麻酔、産婦人科）、選択科

二年目 小児科（船橋市立医療センター）、

精神科（総武病院）、地域医療（診療所）、

選択科（9ヶ月）

当直研修 指導医のもとで2人で行う

• 後期研修
三年目以降 各科に所属し、専門医・総合医取得を目
指す



研修待遇（平成29年度）

• 初期研修（1、2年目）

常勤待遇（任期付職員）

(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険加入）

1年目 38万/月 2年目 40万円/月（当直手当含む）

• 後期研修（3年目以降）

常勤待遇

(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険加入）

（税込み） 給与 当院規定による

当直料、賞与あり



消化器内科
• 平成29年度検査実績

上部消化管内視鏡 7,100例
大腸内視鏡 2,976例
腹部超音波 13,593例
内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP) 168例

• 大腸ポリープ切除術 696例
• 胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離法 32例
• 内視鏡的乳頭切開術（EPT) 78例
• その他 肝炎治療等

約10,000例



血液内科
• 45‐50床を常時使用している

• 常勤医 4人
• 年間 新規診断症例（平均）

急性白血病 10例 慢性白血病 5例
骨髄異形成症候群 15例
悪性リンパ腫 20例 多発性骨髄腫 5例
再生不良性貧血 5例
特発性血小板減少性紫斑病 10例



糖尿病代謝内科

• 常勤医 1人

• 外来糖尿病患者（内科） 約 1,000人／月
うちインスリン治療 約 200人／月

• 短期入院糖尿病教室（3日間）2～3回／年

• 健康管理センターからの紹介 50人／年

• 糖尿病看護認定看護師 1名

糖尿病療養指導師 8名

• 糖尿病ケアチーム勉強会 1回／月



呼吸器内科

• 気管支鏡検査 30‐50件／年

• 在宅酸素療法患者 30人
• 鼻マスク式人工呼吸器施行件数 ８人

• 入院患者 肺癌（約50人／年）

慢性呼吸不全、重症肺炎

間質性肺炎など



循環器内科

• 平成29年度検査実績

心臓超音波 1,345例
負荷心筋シンチグラム 約100例／年



総合診療・救急科
• 基本的コンセプト

平日日中に救急隊から搬送依頼のあった患者を

内因性・外因性を問わず、診療科の枠を超えて

総合的に診療し、その初期診断・治療を担当する

• 年度別救急車受け入れ台数

2014年度：385台 2015年度：485台 2016年度

：565台 2017年度：733台と、年々増加傾向

• 船橋市二次救急輪番制に各月2回参画



外科
• 平成29年度手術実績 527例
胃癌 28例 大腸癌 64例
胆嚢摘出術 62例 肝切除 6例 膵臓切除 5例
急性虫垂炎 37例 鼠径ヘルニア 104例
小児外科 80例

• 主に全ての消化器外科手術に対応

• 臨床研修医の経験できる鼠径ヘルニア、虫垂炎、
肛門疾患等の症例は年間100例以上あり



整形外科
• 手術実績

年平均500例（平成22‐29年度）

外傷 250例（うち 大腿骨頚部骨折 100例）

脊椎手術 80例 人工関節 60例
手の外科 40～50例 関節鏡 10～20例

• 千葉大学医学部附属病院と連携しており、すべての
整形外科疾患に対応可能

• 臨床研修医の経験できる、救急や骨折の症例が豊富

＊研修医に外傷の手術を担当してもらっている

年100例程度の執刀があり



形成外科
• 平成29年手術実績 入院手術 387件 外来手術 468件

合計 855件
外傷 （顔面骨骨折、熱傷、指切断など） 53件
先天異常 （口唇口蓋裂、耳や四肢の先天異常など） 30件
良性腫瘍 （皮膚皮下腫瘍、軟部腫瘍、耳下腺腫瘍など） 572件
悪性腫瘍 （皮膚悪性腫瘍、軟部悪性腫瘍、乳癌切除後再建など）

72件
瘢痕拘縮 （熱傷後瘢痕拘縮、ケロイドなど） 22件
難治性潰瘍 （褥瘡、糖尿病性潰瘍など） 30件
変性疾患 （眼瞼下垂,など） 23件 など

• 上記のように形成外科領域全般の広範囲に及ぶ疾患を治療

• 臨床研修医には縫合など基本的な外傷処置、手術手技から、形成外
科医として経験すべき症例、技術（再建、皮弁、植皮など）をほぼまん
べんなく経験できる



麻酔科

• 全身麻酔 約1,000例／年

• 臨床研修実績（1年目 1ヶ月）

挿管 30例／月 脊椎麻酔 20例／月

硬膜外麻酔、麻酔管理も経験可能

• 周産期センターの症例として、帝王切開、
無痛分娩の経験も可能



泌尿器科
• 平成29年度手術実績

前立腺全摘除術 11例
腹腔鏡下腎（尿管）摘除術 19例
経尿道的膀胱腫瘍切除術 61例
経尿道的前立腺切除術 10例
高位精巣摘除術 1例

• 経尿道的手術や陰嚢内手術は研修医で術者も可能
• その他、腹圧性尿失禁手術なども施行している



眼科

• 29年度手術実績 545例
白内障 514例
網膜硝子体手術 11例

• 抗VEGF薬注射 352例
• 眼科疾患全般の研修可能

• 未熟児網膜症疾患1,700例以上の診
療実績（平成15年～29年）



周産期母子医療センター



産科 平成29年度実績

• 総分娩数 483件
• 母体搬送総受け入れ数 216件
• 帝王切開総数 265件
緊急帝王切開 155例（59.4％）



新生児科 平成29年度実績

• NICU 総入院数 415人
1,000g未満 22人（5%）
1,000～1,500g未満 36人（9%）
1,500～2,500g未満 184人（44%）

• 在胎22週以上28週未満（超早産児）20人
• 新生児搬送総受け入れ数 57件



健康管理センター



平成29年度実績

一般健診 19,328人
ドック 6,625人

オプション検査

（肺ドック、脳ドック、大腸ドック、心臓超
音波、前立腺腫瘍マーカー等）

10,485人

約26,000人



学会認定（１）
• 日本内科学会認定内科専門医教育関連
病院

• 日本消化器内視鏡学会認定専門医制度
研修施設

• 日本血液学会認定医研修施設

• 日本肝臓学会認定施設

• 日本消化器病学会認定医制度認定施設

• 日本胆道学会指導施設

• 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ



学会認定（2）

• 日本外科学会認定医制度修練施設

• 日本消化器外科学会専門医修練施設

• 日本大腸肛門学会専門医修練施設

• 日本がん治療認定医機構認定研修施設

• 日本整形外科学会認定医制度研修施設

• 日本形成外科学会認定施設



学会認定（3）
• 日本泌尿器科学会専門医教育施設

• 日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導
施設

• 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度
研修施設

• 日本眼科学会専門医制度研修施設
• 日本麻酔学会認定研修施設
• 日本医学放射線学会専門医修練協力病院
• 歯科医師卒後臨床研修施設
• 日本口腔外科学会専門医制度指定研修機関



学会認定（4）
• 母体保護法指定医師研修医療機関

• 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設

• 日本病理学会研修認定施設

• 日本臨床細胞学会施設



まとめ
• 診療科18科がそろった総合病院、地域の中核
病院、平成26年より独立行政法人化

• 健康管理センター、周産期母子医療センター、
内視鏡センター、看護専門学校を併設している

• 基幹型臨床研修病院、千葉大学医学部附属
病院の協力型臨床研修病院

• 消化管内視鏡検査 1万件以上／年

• 各科主要学会認定施設、各科専門医もそろい
指導体制十分である


