
大阪赤十字病院案内 歯科研修



病院概要

明治42年（1909年）開業
964床(一般922床(内、整肢学園60床)、精神42床）

●日本医療機能評価機構認定病院(3ｒｄG:ｖｅｒ.1.1)
●日本赤十字社指定 国際医療救援拠点病院
●大阪府指定（19施設） 災害拠点病院
●大阪府地域周産期母子医療センター
●救命救急センター
●地域がん診療拠点病院指定
●地域医療支援病院
●臨床研修指定病院
●歯科医師臨床研修病院（平成30年9月～）



病院概要

診療科目

リウマチ・膠原病内科
腎臓内科
血液内科
糖尿病・内分泌内科
消化器内科
腫瘍内科
循環器内科
不整脈内科
脳神経内科
外科
乳腺外科
小児外科

緩和ケア科
心臓血管外科
眼科
産婦人科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
頭頸部外科
小児科
新生児・未熟児科
呼吸器内科
呼吸器外科

精神神経科
整形外科
リハビリテーション科
形成外科
脳神経外科
歯科口腔外科
放射線診断科
放射線治療科
麻酔科・集中治療
救急科
臨床検査科
病理診断科



病院概要

病床数編成

診療科 病床数 診療科 病床数

消化器内科 90 皮膚科 9

腎臓内科 21 形成外科 6

血液内科 67 泌尿器科 29

リウマチ・膠原病内科 8 耳鼻咽喉科 35

糖尿病・内分泌内科 22 歯科 4

循環器内科 53 呼吸器内科 65

心臓血管外科 11 呼吸器外科 16

脳神経内科 30 精神神経科 42

外科 84 救急科 22

整形外科 50 集中治療室 12

脳神経外科 20 NICU 6

眼科 22 GCU 6

産婦人科 46 SCU 3

小児科 43 緩和ケア 20

小児外科（8B耳3） 3



寮（Ｓレジデンス）

寮（セレニテ桃谷）

上本町駅 鶴橋駅

天王寺駅

徒歩10分

徒歩10分

福利厚生

職員宿舎

上本町
四天王寺エリア

玉造
東成エリア

生野
桃谷エリア



福利厚生

職員宿舎

≪Ｓレジデンス≫

自己負担額：36,000円（敷金、礼金なし）
各戸設備：ガスコンロ インターネット 冷暖房完備 ウォシュレットトイレ
入居期間：2年間～3年間



福利厚生

職員宿舎

≪セレニテ桃谷≫

自己負担額：32,000円（敷金、礼金なし）
各戸設備：IHコンロ インターネット 冷暖房完備 ウォシュレットトイレ
入居期間：２年間～３年間



福利厚生

住宅手当

ご自身の名義で賃貸のマンション等に入居された場合は
住宅手当（28,500円／月上限）を支給します。

ご希望の方には、当院の職員であれば優遇される不動
産業者をご紹介します。



福利厚生

レクレーション活動・クラブ活動

旅行や立食パーティー等、各種レク
レーション活動を充実させています。

各クラブは、様々な職種の職員が入り
職員間の交流を深めることや、他施設
職員との交流を深めています。



福利厚生

レクレーション活動・クラブ活動

食堂では、和食、洋食、中華等の定食が日替りであり、うどん、ラーメン、カ
レーなど豊富なメニューを用意しております。
定食：３００円 特別定食：４００円 麺類：１６０円



よくある質問
電子カルテの導入は？

平成25年１月より電子カルテを導入しています。
（富士通「EGMAIN－GX」）

病院として、医師賠償保険に加入しています。
なお、日本赤十字社の勤務医師が加入できる専用の団体保険
制度（「勤務医師賠償責任保険」）に個別で加入することもで
きます。

医師賠償責任保険の制度整備は？

病院見学は？

見学は当院の「人事課研修係」で随時受付けています。
詳しくは当院採用ページをご覧ください。



募集人員

募集要項（研修医）

単独型にて１名

応募資格

１）歯科医師国家試験を受験する予定の者※詳細は募集要項を確認

２）歯科医師国家試験合格者で合格後１年未満の者

応募要項

①当院指定の願書 ②当院指定の履歴書 ③大学歯学部の卒業(見込)証明書
④大学歯学部の成績証明書 ⑤歯科医師免許証(写)(応募資格②の者のみ)
⑥受験票返信用封筒（受験票送付希望先住所をご記入ください）
※封筒に「研修歯科医採用試験応募書類在中」と朱書きしてください。

選抜方法
大阪赤十字病院単独型歯科医師研修プログラムは全国規模で実施されるマッチン
グ（組み合わせ決定）に参加する予定である。
選考は筆記試験及び面接試験を行う。
試験日は毎年９月上旬（予定）



募集要項（研修医）

処遇

１）身分 期間契約の常勤嘱託歯科医師

２）１年次基本給29万円（下記諸手当別途支給）
２年次基本給31万円（下記諸手当別途支給）
諸手当：①通勤手当 ②住宅手当 ③賞与（年２回 各10万円）

３）勤務時間・休日
①勤務時間：8時30分～17時00分
②休日：週休２日制（土・日・祝日・創立記念日5/1）

年末年始(12/29～1/3)

４）休暇（嘱託・臨時職員及びパートタイマー就業規則に準じる。）
年次有給休暇：13日より付与（夏季休暇含む）

５）外部の研修活動に関する事項
演題が採択された者には、担当プログラム責任者の承認に基づいて、出張申請を
認める。



大阪赤十字病院単独型歯科医師臨床研修プログラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年目
オリエン
テーション 基本習熟コース 基本習得コース

2年目
口腔外科基本コース

（内、６ヶ月：全身麻酔管理研修、１ヶ月：救急外来）

○研修期間 ２年間

１年目の前半は「基本習熟コース」を研修、実践し、後半は
「基本習得コース」を研修する。
２年目は「口腔外科基本コース」を研修する。

研修プログラム一例



大阪赤十字病院初期研修の特徴

１．「基本習熟コース」（１年次）

○一般目標
個々の歯科医師が患者の立場に立った歯科医療
を実践できるようになるために、基本的な歯科診
療に必要な臨床能力を身につける。

○研修内容
(１)医療面接
(２)総合診療計画
(３)予防・治療基本技術
(４)応急処置
(５)高頻度治療
(６)医療管理、地域医療



大阪赤十字病院初期研修の特徴

２．「基本習得コース」（１年次）

○一般目標
生涯にわたる研修を行うため、より広範囲の歯科医
療について知識、態度、技能を習得する態度を養う。

○研修内容
（１）救急処置
（２）医療安全、感染予防
（３）経過評価管理
（４）予防、治療基本技術
（５）医療管理
（６）地域医療



大阪赤十字病院初期研修の特徴

３．「口腔外科基本コース」（２年次）

○一般目標
より広範囲の歯科医療についての診療能力（知
識、態度、技能）を習得し、口腔外科の基礎を習
得する態度を身につける。

○研修内容
(１)頻度の口腔外科疾患について学び、基本的

な診断、治療能力を身につける。
(２)入院患者管理
(３)全身麻酔管理 （６ヶ月）

麻酔指導医の下で術前診察、麻酔導入、術中
管理、覚醒、術後回診までの麻酔を行う。

(４)救急外来研修（１ヶ月）



大阪赤十字病院初期研修の特徴

 基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に付ける

ことができる

 年間初診患者は約3,500名、入院患者は約200名、

中央手術室での全身麻酔症例は約140例であり、よ
り多くの症例が経験できる

 医科は全ての診療科がそろっていることから、医科

各科と協力し、全身管理などの研修ができる。

 麻酔科での全身麻酔研修や病棟での口腔ケア、緩和ケア、

救急外来を経由する救急患者の治療も経験できる。



研修環境、その他

 2013/01/01より電子カルテ稼働

 各自の机に院内LANが来ており、当院購入電子

ジャーナルが閲覧可能。“up-to-date”も無料で利

用可能。

 院内に24時間コンビニ



 症例が豊富＝勉強になる

 多くの専門医がいる＝すぐ聞ける

 最新の医療を学ぶことができる

 研修環境が整っている

研修に関する当院のセールスポイント


