
医療法人社団徳成会

八王子山王病院
新宿駅
から

約35分

東京都八王子市中野山王2-15-16 

新宿駅～八王子駅
までの所要時間



病院理念

思いやりのある あたたかい医療

患者さんの権利を尊重し、患者さん中心の医療を行います。
医療の質の向上を目指します。

地域医療における社会的責任を果たします。

運営方針

病院長 井口 祐三

八王子山王病院は、東京都最西部にある八王子市のほぼ中央、小高いひよどり山の
ふもとに位置し、周囲には緑濃き町並みがあります。当院は平成15年に増改築を致し
まして、157床の新しい病院として生まれ変わりました。

「思いやりのある あたたかい医療」を理念に掲げ、地域の皆様より信頼され頼られ
る病院を目指し、少しでも利用しやすい病院となれるよう、職員一同、日々努力をし
ております。

成人以降の方々の、外傷はもとより難病、癌に至るまで、すべからく対応できます
よう、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、社 会福
祉士、理学療法士、臨床工学技士、事務職員のすべての職員が、それぞれの専門分野
において日々の精進と個々の患者様への最適な医療サービスを心掛けております。ひ
とりの力では患者様に100％の医療サービスは成し得ないのですが、八王子山王病院
は、各分野のプロ意識を最高度に高めてサービスを提供し、 組織医療、チーム医療の
完遂を目指します。



病院概要・沿革

＜沿革＞

医療法人社団徳成会 八王子山王病院

開設 平成2年1月1日

理事長 中村 隆俊

病院長 井口 祐三

住所 〒192-0042 東京都八王子市中野山王2-15-16

診療科目
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー科、外
科、整形外科、乳腺外科、呼吸器外科、脳神経外科、皮膚科、泌
尿器科、リハビリテーション科、人工透析（12床）

病床数 157床

その他

日本医療機能評価機構認定病院
救急指定病院
開放型病院
厚生労働省臨床研修指定病院（協力型）
日本アレルギー学会認定
アレルギー専門医準教育研修施設

八王子市 肺がん・大腸がん・乳がん検診指定医療機関
八王子市 健康診査実施医療機関
八王子市 肝炎ウイルス検診実施医療機関
八王子市 法定インフルエンザ予防接種実施医療機関



当院の職員数

常 勤 非常勤 合 計

医 師 ６ （省略） ６

看 護 部 １１７ ３９ １５６

コメディカル ５０ １６ ６６

事 務 １９ １ ２０

合 計 １９２ ５６ ２４８

平成２８年１１月１日 現在 （ 名 ）

人 数 割合（％）

男性職員 ５５ ２２

女性職員 １９３ ７８



外来・病棟管理・手術・救急業務 等

年収目安 卒後10年1600万円～ ※応相談

学会奨励（宿泊費・交通費支給）※制限有

院内保育（24時間体制）あり

諸手当あり（転居費用補助等）

当直 なし相談可

【募集中の診療科目】

一般内科、呼吸器内科、内分泌内科
整形外科、リハビリテーション科、

乳腺外科、脳神経外科

当院の働き方ポイント

週4.5日勤務



■内科

院長 井口 祐三
専門分野：呼吸器疾患、血液疾患、癌化学療法
資格：医学博士

日本臨床血液学会評議委員
日本内科学会認定医
検診マンモグラフィー読影認定医
身障者福祉法指定医（呼吸器機能障害）

経歴：昭和47年 東京医科大学医学科卒業
昭和51年 東京医科大学大学院医学研究科博士課程取得
昭和52年 東京医科大学入局
平成2年 新座志木中央総合病院
平成7年 八王子山王病院

＜採用担当より＞
より多くの外来患者を診療するため、体制強化として内科医（一般内科・呼吸器内科・内分泌内科）を募集しております。経験5年以上の若手医師からベテラン医
師まで幅広く募集しています（専門資格不問）。託児所が近くにあるため、小さなお子さんがいる女医さんも歓迎です。各分野のプロ意識を最高度に高めてサービ
スを提供し、組織医療、チーム医療を大切にお仕事をしてくださる先生のご応募をお待ちしております。

＜診療実績＞ ※病院全体

2015年度実績
■外来件数 ：47,455件
■新入院件数： 1,386件
■内視鏡件数： 707件

副院長 井口 具隆
専門分野：血液内科
資格：日本内科学会綜合内科専門医

日本血液学会専門医
経歴：平成10年 東京医科大学医学部卒業

東京医科大学大学病院第一内科入局
平成21年 八王子山王病院

医師 山田 耕三
専門分野：消化器内科
資格：内科認定医、消化器病学会認定医、消化器内視鏡学会指導医、

超音波医学会認定医
経歴：平成46年 千葉大学医学部卒業

千葉大学第一内科入局
平成50年 都立駒込病院放射線診断部
平成51年 東京都がん検診センター消化器内科
平成23年 国分寺病院内科
平成28年 八王子山王病院

医師 高橋 直子
専門分野：内科、血管外科
資格：日本外科学会認定外科専門医

日本脈管学会認定脈管専門医
経歴：平成14年 杏林大学卒業

杏林大学病院外科研修医入職
平成16年 教職員互助会三楽病院外科
平成18年 杏林大学病院心臓血管外科助教授
平成25年 教職員互助会三楽病院外科・血管外科医長
平成27年 埼玉県済生会川口総合病院
平成28年 八王子山王病院

一般・呼吸器・内分泌 積極募集

＜業務内容＞※参考

■外来：週3～4コマ
■病棟管理（主治医制）
■週4.5日のご勤務
■当直なし相談可

2003年12月にリニューアルオープンし、全体的に明るくきれいな病院です



■外科

医師 佐野 達
専門分野：外科一般
資格：がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
経歴：平成22年 東京医科大学医学部卒業

東京医科大学八王子医療センター初期臨床研修医
平成24年 東京医科大学八王子医療センター消化器外科移植外科
平成28年 八王子山王病院

■脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科

常勤医不在

■乳腺外科

乳腺外科部長 金 慶一
専門分野：乳腺外科、呼吸器外科
資格：日本乳癌学会専門医、がん治療認定医、日本外科学会専門医

日本胸部外科学会認定医、日本呼吸器外科学会専門医、日本呼吸器
内視鏡学会専門医、マンモグラフィー精度管理読影認定医
日本乳がん検診精度管理中央機構乳房超音波読影 評価A

経歴：平成2年 東京医科大学卒業
東京医科大学第一外科入職

平成5年 愛知がんセンター
平成7年 東京医科大学病院
平成8年 都立萩原病院
平成12年 都立豊島病院
平成20年 東京医科大学八王子医療センター
平成21年 戸田中央総合病院
平成23年 八王子山王病院

手術・麻酔件数

外科 188

整形外科 14

乳腺外科 24

計 226

（内全身麻酔件数 85）

放射線科検査件数

マンモグラフィ 429

CT 5,556

MRI 907

計 6,892

※2015年度実績



近隣病院について

近隣病院には、年間全身麻酔件数が2000 例以上の東海大学八王子病院、1000 例以上の東京医科大学八王子医療センター、
日本医科大学多摩永山病院、町田市民病院等があり、比較的高度急性期に対応できる病院が設置されているエリアです。
一方で、区中央部への患者の流出も多いエリアであり、急性期～慢性期にかけて医療体制の充実が求められます。

1 右田病院（急性期82床）

2 仁和会総合病院（急性期86床、慢性期71床）

3 東海大学八王子病院（高度急性期500床）

4 南多摩病院（急性期170床）

5 清智会記念病院（急性期117床、回復期60床）

6 ＫＮＩ 北原国際病院（急性期110床）

7 東京天使病院（急性期39床、回復期83床）

8 日野市立病院（急性期300床）

9 太陽こども病院（急性期33床）

10 東京西徳洲会病院（高度急性期8床、急性期363床、慢性期95床）

11 竹口病院（急性期51床、回復期50床、慢性期60床）

12 東京医科大学八王子医療センター
（高度急性期602床、感染症8床）

13 昭島病院（急性期149床、回復期50床）

14 国立病院機構 災害医療センター（高度急性期455床）

15 川野病院（急性期50床、慢性期25床）

16 立川病院（高度急性期243床、急性期187床）

17 立川相互病院（高度急性期84床、急性期228床、回復期28床）

18 公立阿伎留医療センター（急性期218床、回復期45床、慢性期16床）

19 公立福生病院（急性期316床）

20 武蔵村山病院（急性期144床、回復期52床、慢性期104床）

八王子山王病院（157床）

周辺の急性期病院

（引用）病院情報局 http://hospia.jp/



東京駅から

42分

新千歳空港
～羽田空港90分

最寄駅の「八王子駅」まで
乗り換えなし

新千歳空港から

大阪伊丹空港から

65分 伊丹空港
～羽田空港

全国各地からのアクセス時間一覧

福岡空港
～羽田空港95分

福岡空港から

全国各地で開催される学会などへの参加も便利なロケーションです

羽田空港から八王子駅までは
1時間30分



医療法人社団徳成会

八王子山王病院

先生からのご応募、心よりお待ちしております


