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福島県臨床研修病院ネットワーク

若い医療人の力で築こう、
人がほほえみ、地域が輝く“ふくしま”！
●臨床研修病院ネットワークとは？
福島県と福島県立医科大学・臨床研修指定病院の

19 病院が連携し、皆様の医療人としてのキャリア

形成を全面的にサポートする組織です。各種研修事

16・福島労災病院

17・公立相馬総合病院
19・常磐病院

18・南相馬市立総合病院

理念：一社会人としての自覚をもち、基本的臨床
能力を身に付けるとともに、目まぐるしく
変わりつつある医療環境に柔軟に対応でき
るような医療人を育成する。

理念：医師としての人格を涵養することができる研修を
目指し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療
の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に
遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プ
ライマリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・
知識）を身に付けることができる内容をもった研
修を行う。

業を積極的に展開しておりますので、是非、研修病
院は福島県をご選択ください。

理念：〇 受ける人が主役の医療の実践
〇 最善の医療・看護の提供
〇 働く人の健康管理とリハビリテーションの実施

理念：医師としての人格をかん養することができる研修を目指
し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会的ニー
ズを認識しつつ、日常の診療において頻繁に関わる病気や
病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的
な診療能力を身に付けることができる研修を行います。

14・会津中央病院

仙台
仙台

ふくしま
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空港
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浅草

東京

至新潟

14

東京

12

08

06

こおりやま

いわき

至東京

01・福島県立医科大学附属病院

福島 ⇔ 仙台……………………………約 20 分
福島 ⇔ 東京……………………………約１時間 30 分
郡山 ⇔ 東京……………………………約１時間 15 分

札幌
（新千歳空港）

17

13・福島県立医科大学
会津医療センター附属病院

04
03

理念：高度な先進医療の研究・開発に取り組み、人間性
豊かな優れた医療人の育成に努め、患者さんに安
全で質の高い医療を提供し、新しい地域医療の創
造に貢献します。

相馬エリア
18

九州

四国

大阪
（伊丹空港）

09

11・白河厚生総合病院

07

理念：総合的・全人的にプライマリ・ケアを実践し適切な
対応ができる医師を育成する。

10・公立岩瀬病院
理念：医師としての人格を涵養することができる研修を
目指し、将来の専門性にかかわらず、医学医療の
社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭
遇する病気や病態に対応できるよう、プライマリ・
ケアの基本的な診察能力（態度、技能、知識）を
身につけることができる研修を行う。

県南エリア
11

02・大原綜合病院

しんしらかわ

理念：すべての患者さんとご家族のために、常に一歩先行
く医療を探求し、優しさを持って最善の医療を実践
する研修医の育成を目指す。

いわきエリア
19

理念：私たちは、患者の権利を尊重し、いつでも誰でもが安心
してかかれる病院をめざします。

04・福島赤十字病院
沖縄
（那覇空港）

飛行機
福島 ⇔ 札幌（新千歳空港）…………約１時間 20 分
福島 ⇔ 大阪（伊丹空港）……………約１時間 15 分
※四国・九州・沖縄へは乗継可能です。

3

理念：○信頼されるヘルスケアサービスを提供し地域に
貢献する
○職員が成長し喜びを感じられる組織風土を造る

県中エリア

03・わたり病院
福島空港

12・竹田綜合病院

10

理念：全人的な医療を実践できる医師の育成を
目指し、住民の健康を支え、将来の専門
性につながる臨床研修を行う。

新幹線
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13 会津エリア
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理念：会津地域を医療圏とする第 3 次救命救急センターを有す
る基幹病院として、その機能を充分に果たし、地域社会
のニーズに応えるため、設備の充実及び環境整備を図り、
地域に根ざしたトータル的な病院を目指します。

至仙台

県北エリア

磐越
自動車道

理念：「慈心妙手」
私たちは、市民の健康と生命を守るため、安全で安心な医
療を提供し、地域から信頼され、進歩し続ける病院を目指
します。

至仙台

アクセス

至仙台

15・いわき市医療センター

理念：みなさまに信頼され親しまれる福島赤十字病院

05・公立藤田総合病院
理念：私たちは、患者さん中心の医療を行います。

至水戸

至東京

15
16

09・寿泉堂綜合病院
理念：人格をそなえた医師を育成するとともに、日常診療
で頻繁に遭遇する疾患や負傷に適切な対応ができる
ことを目標とし、数多くの症例と手技を経験できる
ようマンツーマン体制を中心に研修指導をおこなう。
プライマリ・ケアに対処しうる臨床医を目指すに必
要不可欠な診療に関する基本的な知識、技能及び態
度の習得をおこなう。

08・総合南東北病院
理念：すべては患者さんのために

06・太田西ノ内病院

07・星総合病院

理念：医師としての責任感と使命感とを養い、人格を涵養し、 理念：当法人の理念は「醫霊（いれい）」です。私たちの持てる力を最
大限に発揮してもなお救えなかった人々の霊に対し、その霊をも
将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会的ニー
醫（癒）したい。それが医道を歩む者が生涯持ち続けなければなら
ズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病
ない覚悟であるという創始者星一郎の信念が込められています。
態に適切に対応できる能力を身につける。
医療医学は科学ですが、その対象は情と心を持った人間です。
このことを常に念頭に置き、科学と人間の間を埋めることこそ、
私たちの使命です。

4

福島県の

鶴ケ城（会津若松市）
会津若松市のシンボル。内部は
資料館になっており、五層から
は会津若松市街地や磐梯山が一
望できます。

会津地方

東北の玄関口である福島県は、北海道、岩手県についで全国第三位の広大な

中通り

魅力と特色

雄大な自然に囲まれ
歴史と伝統文化が息づくふくしま
面積を有しています。県内は大きく会津地方・中通り・浜通りの３地方に分か

中通り

浜通り

鶴ケ城をはじめ、会津藩に由来する名所、スキー場、温

中通りは、県庁所在地のある県北地方、交通の要衝であ

降雪量も少なく温暖な地方です。浜通りは大きく分けて

泉などの観光スポットが数多く点在しています。全国的

る県中地方、東北の玄関口である県南地方に分けられま

相双地方といわき市に分かれています。いわき市には、

に会津米の評価が高く、県内の半数以上の酒蔵が会津地

す。芭蕉がたどった奥の細道としても有名で、各地に花

映画「フラガール」の舞台にもなったスパリゾートハワ

方に集中しています。

の名所がたくさんあります。

イアンズがあります。

❶ 大内宿（下郷町）

❹ 磐梯吾妻スカイライン（福島市）

❼ 馬陵公園（相馬市）

江戸時代の会津西街道の宿場町で、今も古い街並みを残

日本の道百選にも選ばれた、全長 28.8km の観光道路

春には桜の名所として、夏には相馬野馬追の舞台とし

しています。30 軒以上の茅葺き屋根の民家が並ぶ様子

です。道中には作家の井上靖氏が選定した「吾妻八景」

て、多くの人が訪れます。四季を通じて市民の憩いの場

は極めて珍しく、冬の雪景色も壮観です。

があり、多くの旅行者が訪れています。

となっています。

❷ 猪苗代湖（猪苗代町）

❺ 三春滝桜（三春町）

❽ 白水阿弥陀堂（いわき市）

世界有数の透明度を誇る猪苗代湖。マリンスポーツや

国の天然記念物に指定された名木で、日本三大桜の一つ

平安後期の代表的な阿弥陀堂建築で、県唯一の国宝建造

キャンプなど観光客も多く訪れ、冬には自然の芸術「し

にも数えられています。
枝々が地面まで垂れ下がる様は、

物に指定されています。平泉の金色堂にならって建立し

ぶき氷」も有名。

まさに“花の滝”のようです。

たものといわれ、美しい外観を見せています。

島に桃源郷あり」と称した福島

❸ 尾瀬（檜枝岐村）

❻ あぶくま洞（田村市）

❾ アクアマリンふくしま（いわき市）

市が誇る花の名所。豊富な種類

国の特別天然記念物として指定された全国的に有名な湿

８千万年の歳月をかけて大自然が創りあげた造形美。全

太平洋の「潮目」をテーマにした環境水族館で、約 1,200

原。ミズバショウやニッコウキスゲなどが一面に広がる

長 600m の洞窟の中には白く輝く鍾乳石や石筍が並び、

種の生物を展示。メインの水中トンネルで見る大水槽は

景色は多くの人を魅了しています。

神秘の世界が続いています。

海中を散歩する気分が味わえます。

れており、それぞれに気候や風土が大きく異なります。四季を彩る美しい自然
とおいしい食べ物、素朴であたたかい人たちが暮らしています。
相馬野馬追（相馬市）
一千余年の歴史を誇る福島県を
代表する夏の神事。約 500 余
騎の騎馬武者が勇壮な戦国絵巻
を繰り広げます。

浜通り

会津地方
花見山（福島市）
写真家・故秋山庄太郎氏が「福

の花が咲き誇ります。

ふくしまの

医人
日本を代表する
細菌学者

野口

英世

日本耳鼻咽喉科学の
開拓者

世界的な
放射線医学の権威

日本の
ナイチンゲール

明治・大正期に医師・
政治家として活躍

三度のノーベル賞候補に選ば

世界で最初の人工肝臓癌の生

日本で最初の耳鼻咽喉科講座

X 線による生体の病理解析を

日本人女性初の藍綬褒章を受

れ、蛇毒や梅毒の研究で功績を

成に成功した人物。その後も地

を開設した医学博士。日本で初

実現し、放射線診断学を進歩さ

賞した慈善事業家。戊辰戦争の

明治 7 年、須賀川医学校（福島

あげた細菌学者。幼時左手に負っ

道に研究を続け、癌細胞「吉田

めて食道直達鏡を行ったことで、

せた人物。医学部を卒業後、放

時には戦乱の中、敵味方関係な

県立医科大学の前身）に 16 歳

た火傷の苦難を乗り越え、医師

肉腫」を発見。その名を世界に

広くその名を知られることとな

射線医学教室でＸ線の研究を本

く負傷者を救助し看護しました。

で入学し医学を学びました。寝

を目指すようになります。20 歳

知らしめました。癌の本態を明

り、かの板垣退助も診療に訪れ

格的に開始。そして X 線回転撮

その後喜多方に「幼学校」を建

食を忘れるほど猛勉強をし、見

の若さで医師免許を取得後、単
身渡米。ロックフェラー医学研
究所に迎えられ、数々の論文を

のぐち ひでよ
発表。アフリカで黄熱病の研究
（1876年～1928年）
で成果をあげるも、自身も同病
耶麻郡猪苗代町出身
に感染し病没。
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生涯を癌研究に捧げた
先駆者

吉田

富三

らかにした富三は、癌の化学療
法への道も切り拓き、日本で最
初の制癌剤ナイトロミンの開発

よしだ とみぞう
にも成功。生涯にわたって癌研
（1903年～1973年）
究の先導者としての役割を果た
石川郡浅川町出身
しました。

久保

猪之吉

たとか。他にも無響室の建設や
音声言語障害治療科の創設、術
後性頬部嚢腫の発見と命名、外

くぼ いのきち
鼻や耳介の形成手術、平衡機能
（1874年～1939年）
の研究など優れた業績を数多く
二本松市出身
残しました。

高橋

信次

影法を研究し、X 線 CT の基本
原理に結びつく廻転横断撮影法
へと発展させました。その功績

たかはし しんじ
が国際学会で高く評価され、放
（1912年～1985年）
射線治療の第一線で活躍。検査
二本松市出身

法の開発・普及に尽力しました。

瓜生

岩子

て士族の子女の教育に尽力。そ
の後も生活困窮者のための私立
済生病院を開設し、無料で医療

うりゅう いわこ
を行い、婦女子に教育も施すな
（1829年～1897年）
ど、今日の日本社会福祉の礎を
喜多方市出身
築きました。

水沢藩の藩士の子として誕生。

後藤

新平

習い医員として患者の診察にも
当たりましたが、明治 9 年、愛
知県病院の招へいに応じて須賀

ごとう しんぺい
川を後にしました。後に政治家
（1857年～1929年）
へと転身し、東京市長などを務
岩手県奥州市
めました。
（旧：水沢市）出身
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福島県臨床研修病院ネットワーク《良き医師を育てる事業》

各種開催
の
問合せ先

新臨床研修医合同オリエンテー ショ ン
福島県臨床研修病院ネットワークでは毎年４月に、福島県で臨床研修をはじめる新臨床研修医を対象に合同オリエンテー

レジデントスキルアッ プセミナー

ションを開催しております。今年も新型コロナウイルス感染症対策のため、医聖野口英世が生まれ育った猪苗代町の「ホテ
ルリステル猪苗代」での開催は見送り、オンラインによる実施となりました。写真は全て平成31年度のものです。

福島県臨床研修病院ネットワーク連絡会議事務局
電話 024-547-1047
E-mail: cmecd@fmu.ac.jp

本ネットワークでは臨床研修医のスキルアップを目指し、各学会や福島県医師会と協力して様々な取り組みを実施し

ており、多くの臨床研修医が参加しています。

● 地域医療症例検討会
県内の初期研修医を対象とした症例発表会です。研修医自身が経験した症例を他の研修医や指導医に発

表し、発表・質疑応答を通して研修医同士のスキルアップを図ります。発表者を参加者全員で評価し、優

秀者上位３者にはトロフィー等が授与されます。令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症対策のためオ
ンラインにより開催しました。

※福島県医師会の共催

福島アドバンスド・コー ス（FACE）の「OFF ザ・ジョ ブトレー ニングのすすめ」

FACE（Fukushima Advanced Course by Experts）とは…
医師にとって必須な知識や技術を系統的に学べる機会は意外と少なく、その習熟度も個人差が大きいと思われます。

また経験則に頼る医療を脱却し、臨床研究など科学的データにもとづく、患者にとって最も有益で害の少ない治療法を
選択することが求められています。これらの技能を集中的に系統立てて学ぶことができるのが
『FACE』
です。

指導医養成 ～ 指導力の研鑽 ～
令和3年度の開催予定
第 46 回
FACE
第 47 回
FACE
第 48 回
FACE

写真は令和元年度のものです。令和 2 年度からは、新型コロナウイルス感染症

指導医セミナーの開催

本ネットワークでは、各種ガイダンスを開催しています。

魅力ある臨床研修病院を探しにご参加ください。

対策のため、オンラインにより開催しています。

6月12日（土）

矢野 先生
内容『感染症に関する講演 6 題』

他

講師：福島県立医科大学附属病院

８月（予定）

第 49 回
FACE
診断推論
セミナー

メイン講師：未定

内容 未定

今年度の開催予定は次の通りです。

令和4年2月
（予定）

◆福島県臨床研修病院ネットワーク主催・共催

メイン講師：未定

●福島ガイダンス：５月28日
（金）
17:30～
●全国ガイダンス： 7月10日
（土）
13:30～
●福島県臨床研修病院合同ガイダンス：令和 4 年２月予定

内容 未定
９月11日
（土）
or12日
（日）
メイン講師：名古屋第二赤十字病院

内容『診断推論』

※いずれもオンラインより開催予定

野口善令 先生

◆各社のオンラインセミナー出展

10月（予定）
メイン講師：未定

指導医養成講習会

内容 未定

ガイダンスの開催

・マイナビ web セミナー
・e- レジフェアオンライン
・レジナビオンライン説明会

自己研鑽のススメ

DynaMed の導入
平成 23 年度から県内全臨床研修病院の臨床研

修医に対して、2 次情報ツールである DynaMed を

使用できるようにしました。４月の合同オリエンテー
ションで操作方法等を説明しています。
（県内の全研
修医を対象に２年間ライセンスを付与）
7

より良い臨床研修医を養成するには、その上級医の指

導力向上が必要不可欠です。県内では、厚生労働省の基

準に適合した
「指導医講習会」を毎年２回開催
（令和 2 年

度は１回中止）
し、
指導医の質を担保しています。さらに、
本ネットワークが主催して、指導医・研修事務担当者に

「指導医セミナー」
も開催し、指導力研鑽を重ねています。
臨床研修は、指導力の高い福島県をご選択ください！
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01
病院の
概 要

公立大学法人

福島県立医科大学附属病院

開設者：公立大学法人福島県立医科大学
病院長：鈴木 弘行
所在地：福島市光が丘１番地

研修プログラムの特徴
●柔軟性のあるプログラム

選択科目は全ての診療科から４週単位で自由にプランニング
できる研修途中での変更が可能など、研修医それぞれのニー
ズに対応した研修が行えます。

■ 医師数：常勤…369名、非常勤…206名、指導医数…301名
■ 診療科名：循環器内科、血液内科、消化器内科、リウマチ・膠原
病内科、腎臓・高血圧内科、糖尿病・内分泌代謝内科、脳神経内科、
呼吸器内科、漢方内科、腫瘍内科、総合内科、呼吸器外科、消化
管外科、肝胆膵・移植外科、乳腺外科、小児外科、甲状腺・内分
泌内科、甲状腺・内分泌外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、
形成外科、産科、婦人科、小児科、小児腫瘍内科、眼科、皮膚科、
泌尿器科・副腎内分泌外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、心身医療科、
放射線科、放射線治療科、核医学科、麻酔・疼痛緩和科、病理診断科、
歯科口腔外科、救急科、リハビリテーション科
■ 病床数：一般…713床、精神…49床、結核…14床、感染症…２床
■ 年間入院患者実数：229,786名
■ 年間新外来患者数：16,573名
■ 1日平均外来患者数：1,532名
■ 年間救急車搬入患者数：2,245名
■ 平均在院日数：13.7日

●充実した病院群での研修ができます。

県内を中心とした臨床研修病院・施設と連携し、大学病院に
おいては
「EBMに基づいた研修」を、協力病院等では
「救急医
療やcommon diseaseを経験できる研修」を受けることがで
きます。

１年次

アクセス

【理念】
全人的な医療を実践できる医師の育成を目指し、
住民の
健康を支え、
将来の専門性につながる臨床研修を行う。
【基本方針】
①医師としての人格を涵養し、基本的素養を身につける
②医学・医療に求められる社会的ニーズを理解する
③日常診療で頻繁に遭遇する疾病や病態に適切に対応で
きるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態
度、技能、知識）を身につける
④チーム医療の一員として果たすべき役割とリーダー
シップについて理解する
病院長メッセージ
当院は、豊かな知識と確かな医療技術
を持ち、患者さんへの温かい眼差しと優
しい心を持つ医師の養成を目標としてい
ます。多くの出身者が本県地域医療の向
上だけでなく、幅広い分野で医療の充実
と発展に貢献しています。また、2011年
の震災・事故におきましては全職員一丸
となって、県の基幹病院、国の二次被ばく医療施設としての役
割を果たすことができました。
当院の研修プログラムは、皆様の希望に応じて多くの協力
病院で研修を行うことが可能で、大学病院では
「医療のフロン
トライン＋考える診療」
、協力病院等では
「日常技術の習得＋
common diseaseへの対応」
を学ぶことができます。また、大
学病院としては東北地方初のドクターへリが日常的に運用され
ており、充実した救急医療研修を行うことができます。2012年
11月には県民健康管理調査、被ばく災害医療、早期診断・早期
治療、新薬・新規医療機器開発などを担う新たな拠点として
「ふ
くしま国際医療科学センター」
を発足し、県民の健康寿命日本
一を目指しています。既に国内初のPET-MRIや新型手術ロボッ
ト
（da Vinci si）
なども導入されています。2020年には、卒後臨
床研修評価機構の調査を受審し、臨床研修病院として認定を取
得しています。このように、当院には優れた医師としての基礎
を築くための最適な研修プログラム、最先端の医療施設と技術、
充実した研修環境、優しくサポートしてくれる先輩たちが揃っ
ており、有意義な研修を送ることができると確信しています。

●メンター（相談員）制度を導入しています。

２年間の研修をトータル的にサポートします。メンターは自
由に選択でき、変更も可能です。

●ドクターヘリにものれます。

救命救急センター開設、ドクターヘリの常駐により幅広い救
急搬送を通じたプライマリケアを学べます。

●研修環境が充実

各人のデスク、電子カルテシステム、Wi-Fi及び文献検索用
PC、エコー練習室等が整備された研修医室があります。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
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【URL】http://www.fmu.ac.jp/home/anzen/sotugo/

公立大学法人

福島県立
医科大学

●交通案内
〔東北新幹線での所要時間〕
福島駅ー東京駅…約１時間
40分
福島駅ー仙台駅…約25分
JR福島駅東口バスターミナ
ル福島交通バス「バイパス経
由医大」行き乗車、
「医大病
院」下車（所要時間約30分）

研修医コメント
卒後臨床研修については、一般的に
「実践
の市中病院vs理論の大学病院」
といった二項
対立で語られることが多いかもしれません。
しかし、当院の研修は、自分のモチベーショ
ンや余力に合わせて、県内はもちろん全国の
連携病院での研修も自由に選択できますの
で、そもそもこのような比較に拘泥する必要
はありません。
大学病院での研修は、その専門性の高さ故に、臨床医としての裾
野が狭くなってしまうのでは？という個人的な不安もありましたが、
それは全くの杞憂に終わりました。
なぜなら、病歴聴取、身体診察、診断推論といった基礎的な技術
の土台なくして専門性の高い医療など成立し得ないからです。
それゆえ、研修では臨床医としての自らの地歩を磐石なものにす
るべく、上級医の丁寧且つ細緻なフィードバックを受けながら、日々
これら基礎の愚直なる反復・継続が求められます。
当院は県内唯一の大学病院であり、医師に限らず、医療スタッフ
の皆様の研修医教育に掛ける熱量がもの凄いです。そして学生も実
習を行っているため、自らの知識のアウトプットの機会にも恵まれて
います。このように、私たちは互いに教え合いながら学ぶ、教育的
な環境下で、自由闊達に臨床能力の涵養に努めています。
また、多様性に寛容な研修環境のため、その門戸はとても広く、
県内、全国、海外からも多くの研修医が集っており、その背景も様々
で、お互いに刺激し合いながら連帯感を持ちつつ成長していくこと
ができます。
魅力を挙げれば枚挙に暇がありませんが、百聞は一見に如かずと
いうことで、ぜひ気軽に見学にお越しください。
いつか皆さんと一緒に働ける日が来ることを楽しみにしています‼

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

内科（20週）、総合内科（４週）
４月

５月

６月

７月

８月

11月

12月

救急科（12週）
９月

10月

地域
精神
（４週） （４週）

11月

12月

１月

２月

３月

小児科
外科 産婦人科
（４週） （４週） （４週）
１月

２月

３月

選択
（48週）

<協力病院施設／会津医療センター、福島赤十字病院、公立藤田総合病院、大原綜合病院など
※臨床研修制度の改正に伴い、2020年度からは週単位でのローテートとなっています
※内科研修中に一般外来含む、地域研修中に一般外来含む

100を越える病院の施設があります>

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修手当（税込）
１年次…基本給 300,000円／月
２年次…基本給 300,000円／月
時間外手当…有、休日手当…有
当直手当…21,000円／回、月４回まで
研修補助…20万円／年
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15（週６日以内、週38時間45分）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日、夏季休暇３日、結婚休暇７日
その他…産前産後休暇、育児休暇、年末年始休暇等
■ 宿日直 ４回／月 以内
■ 社会保険／労働保険
公立学校共済組合（公的医療、公的年金）、地方公務員災害補償、雇用保険
■ 健康診断 一般１回／年、 特別２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入
個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎：有／住居手当：支給
■ 女性医師支援取組 24時間保育所、病児病後児保育所、ベビーシッター利用助成
■ 宿日直時の食事代支給 宿日直時の食事（３食まで）を支給します
■ iPad支給 １人１台支給します

手術室・MRI

シーネ固定実習

募集要項

募集定員：45名

■必要書類：選考試験申込書、履歴書、卒業
（見込）
証明書、成績証明書
■選考方法：面接、小論文、書類審査
■募集期間：第１回締切：2021年７月６日㈫
（予定）
第２回締切：2021年８月13日㈮
（予定）
※県外医学生は病院見学等に併せて随時選考試験を実施

資 料
請求先

災害医療研修

〒960-1295 福島市光が丘１番地
医療人育成・支援センター
（小野 睦美）

TEL024-547-1047 FAX024-547-1715
E-mail：cmecd@fmu.ac.jp

研修医集合
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一般財団法人 大原記念財団

大原綜合病院

【URL】http://ohara-hp.or.jp/

開設者：理事長 佐藤 勝彦
病院長：佐藤 勝彦
所在地：福島市上町６番１号

研修プログラムの特徴
●「本気で研修、だから楽しい」
●定例の勉強会が豊富

■ 医師数：常勤…86名、非常勤…8.5名、指導医数…49名
■ 診療科名：内科、糖尿病内分泌内科、呼吸器内科、循環器
内科、腎臓内科、アレルギー科、リウマチ科、脳神経内科、
消化器内科、心療内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、
乳腺外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、
形成外科、小児外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、泌尿器科、
眼科、産婦人科、皮膚科、放射線科、麻酔科、病理診断科、
リハビリテーション科、歯科口腔外科
■ 病床数：一般…353床
■ 年間入院患者実数：93,381人
■ 年間新外来患者数：173,721人
■ 1日平均外来患者数：662.2名
■ 年間救急車搬入患者数：2,726名
■ 平均在院日数：11.7日

●選択期間が２年目の前半と後半の２回
大原綜合病院では、将来の専門領域にかかわらず、目の前
の具合の悪い患者さんにまずしっかりと対応できることを目
指してプログラムを組み立てています。これまで在籍した研
修医の意見から、２週間でも回ったほうがいいという診療科

研修スケジュール
●基本プログラム

１年次
アクセス

臨床研修病院の理念と基本方針

●交通案内
JR東北新幹線・東北本線
福島駅から徒歩約７分
東北自動車道福島西ICから
車で約15分
福島飯坂ICから車で約20分

【初期臨床研修の理念】
すべての患者さまとご家族のために、常に一歩先行く医
療を探究し、優しさを持って最善を尽くす医療を実践す
る研修医の育成を目指す。
【初期臨床研修病院の基本方針】
１.患者さま・社会のニーズを認識し、あらゆる病気に対
応できるプライマリケアの診断能力
（態度、技術、知識）
とチーム医療を身につけ、医師としての人格を涵養する。
２.全職員が臨床研修の意義と到達目標を理解し、研修
医主体の研修教育環境を整備し、研修医とともに人格
の涵養を目指す。
病院長メッセージ

大原綜合病院

研修医コメント
当院は、将来の福島の医療を担う医師

当院のプログラムは、厚労省の決めた

プログラムより必修科目が多いのが特徴

を育成するよう取り組んできました。全

です。院内に多くの科が揃っており、各

国に視野を広げ、院外の超一流の指導医

科で熱心な指導を受けることができま

の教育を受ける機会を設け、質の高い臨

す。実際に僕も、様々な科で医師として

床教育の提供を実現しました。平成30

日々の診療に関わることができ、充実し

年からは新病院が開院し、最新鋭の医療
機器を取り揃え、研修環境も抜群に整備されました。研修医
担当の事務職員を配置し、研修医をバックアップする体制も
整っています。
当院の臨床教育理念は、福島にいても全国の臨床教育の先
進病院と同等以上の臨床研修ができるようにすることです。
超高齢社会となった今の日本は地域包括ケアシステムの構築
に向けて医療と介護を総合的に確保しなければなりません。
それを担う医師が求められています。専門医療のみならず、
救急医療やプライマリケアといった総合診療の充実が急務で
す。総合診療は初期研修医にとっては重要な修練の場です。
初期研修に最適な病院は、指導医が臨床教育に熱心であり、
救急診療や総合診療が充実している病院です。研修医が笑顔
で生き生きとして働いていることが、研修病院を選ぶキーポ
イントでしょう。専門医制度がはじまれば当院は総合診療専
門医になるための研修コースもあり後期研修医として病院に
残ることも可能です。私たちの病院で実力をつけて、福島の
地域医療を担う医師を目指してください。
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は必修としているため必修科が多めですが、研修医からは
回って良かったとの意見がほとんどです。
指導医からの講義はもちろん、研修医主体で運営している
勉強会も豊富です。研修医の意見で病院全体のシステムが動
くことも多いです。やる気のある皆さんをぜひお待ちしてい
ます。

た日々を過ごしています。これは初期研

修の今しかできない貴重な経験であると感じております。この

経験は将来どのような専門に進んでも生きてくると思います。
また、研修医のステップアップのための勉強会やカンファ

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

脳外

小児

産婦

精神

内科
選択

11月

12月

１月

外科

整形

11月

12月

１月

救急
地域

病理/放射線
泌尿器／耳鼻科

２月

３月

麻酔科
２月

３月

選択

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修手当（税込）
１年次…基本給 450,000円／月
２年次…基本給 470,000円／月
休日手当：有、宿日直手当：有
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00（週5.5日、40時間）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…夏季休暇、年末年始休暇
■ 宿日直 １年次４回／月 ２年次４回／月 ※輪番日を複数回含む
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金保険
労働者災害補償保険法の適用…有
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：有 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎：無、住宅手当…30,000円
■ 女性医師支援取組 有

レジデントカンファレンス
（１回／週）

救急症例検討会
（１回／月）

ランスが多く、毎回活発な議論が行われています。切磋琢磨

しながら成長できる恵まれた環境であると感じています。ま

た研修医同士は仲が良く、業務以外の付き合いもあり楽しく

募集要項

研修しています。上級医に質問できる機会も多く、日々の診

療での不安や疑問を共有することで、自分の到達度を確認で

き、学習のモチベーションを維持することができます。

当院は、2018年１月に新病院として移転しました。きれい

で充実した環境が整い、病院スタッフが一体となった明るい
雰囲気の病院でぜひ研修してみませんか。現在はコロナによ

り開催されないことも多いですが、病院全体のイベントが多

臨床研修プログラム
（定員８名）

■必要書類：臨床研修申込書
（財団規定）
、履歴書
（財団規定）
、成績証明書、
卒業
（見込み）
証明書
■選考方法：個人面接、その他
■募集期間：選考試験の１週間前まで
（８月中複数回実施）

いのも魅力の一つです。きっと皆様が入職する頃には開催さ
れているでしょう！研修病院で悩んでいる方は、ぜひ一度当院
の病院見学や病院説明会にお越しください。研修医一同お待

ちしております！

資 料
請求先

CPC
（１回／隔月）

〒960-8611 福島市上町６番１号
一般財団法人大原記念財団 経営本部 総務部総務課（武田・三浦）

TEL024-526-0300 FAX024-526-0342
E-mail：rinken@ohara-hp.or.jp

「OHARA」
ポーズ
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医療生協

わたり病院

【URL】http://watari-resident.com

開設者：福島医療生活協同組合
病院長：北條 徹
所在地：福島市渡利字中江町34

研修プログラムの特徴
中小病院らしい特徴的なプログラムを有しています
☆主治医制による内科病棟研修
ローテートの多くを占める内科研修では、臓器で区別しない
内科病棟で主治医制の病棟研修を行います。総合診療的な視
点でプライマリ・ケアに必要な診療能力と、医師の基本的診
療業務を習得します。例えば、診療計画、インフォームド･
コンセント、退院支援、文書作成なども指導医とチームのも
と、すべて研修医が行います。
☆ステップアップ式で行う当直研修
研修医が一人で当直することはありません。救急要請も研修
医がファーストコールで対応するようになり、一人当直がで

■ 医師数：常勤…24名、非常勤…16名、指導医数…15名

■ 診療科名：内 科、心療内科、精神科、神経内科、消化器内
科、循環器内科、アレルギー内科、小児科、外
科、心臓血管外科、婦人科、肛門外科、放射線

科、リハビリテーション科、麻酔科、緩和ケア科、
透析内科、消化器外科、病理診断科

■ 病床数：一般…139床

療養…57床

■ 年間入院患者実数：2,673名

研修スケジュール

■ 年間新外来患者数：2,549名

■ 1日平均外来患者数：248.0名

１年次

■ 年間救急車搬入患者数：632名
■ 平均在院日数：21.1日

●交通案内
JR東北新幹線・東北本線福島
駅から車約５分
（徒歩約20分）
●地域自慢
近くには全国的に有名な“花
見山公園”があり、全国各地
から観光客が訪れます。都
会のような華やかさはありま
せんが、豊かな自然と温厚な
人たちに包まれた環境です。
詳 し く は“花 見 山”で ネ ッ ト
検索！

【病院理念】
「私たちは、患者の権利を尊重し、いつでも
誰でもが安心してかかれる病院をめざします」
【基本方針】
1．私たちは、日々医療技術の向上に努め、親切で安全
な良い医療を提供します。
2．私たちは、保健･医療･福祉の連携を進め、地域の健
康づくりに貢献します。
3．私たちは、患者･組合員との共同の医療を推進します。
4．私たちは、国民皆保険制度を守り、患者負担の少な
い医療制度の実現を求めます。

医療生協わたり病院は、196床という
福島県内の基幹型臨床研修病院では最
も少ないベッド数の病院です。しかしお
よそ28,000人の生協組合員の方々に支
えられ、地域からの信頼をいただいて
います。また当院は、患者さんから入
院時の差額個室料や紹介状なしの外来
受診をしたときの自己負担などはいただいておりません。ゆ
えに当院は中小病院ながらも多くの患者さんとの出会いがあ
り、様々な疾患を抱えた地域住民の現状がリアルに感じられ
る病院です。
そんな当院の医師育成像は「患者の全身を診ることができ
る医師になることはもとより、患者の人生を考慮することが
できる医師」です。研修医が実際に患者さんを受け持ち、鑑
別診断をあげ治療方針を立てていきます。バックアップの指
導医だけでなく病院全体でサポートしていますので、基本的
な臨床能力をしっかり身につけることができます。
全体の医療活動では2013年には緩和ケア病棟の開設、回
復期リハビリテーション病床の増設、サービス付き高齢者向
け住宅の建設を行いました。医療・介護連携の拠点になるべ
く、急性期医療の一部から亜急性期・回復期リハビリテー
ション・在宅医療を担当し、県北での医療連携と地域包括ケ
アをすすめるうえで、より地域に密着した病院づくりをすす
めています。
「地域に寄り添ったプライマリ・ケアの医師」として成長で
きるように、病院の全職員が情熱を持ってあなたをフォロー
します。
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４月

研修医コメント

当院では、アットホームな環境で
のびのびと研修することができます。
規模や症例数は他院と比較すると少
ないですが、当院で研修可能な内科
では、患者を主治医制で受け持つこ
とができるため、病態をより深く学
ぶことができ、主治医として責任感
を持って診療ができます。もちろん、診断や治療に悩む
こともありますが、上級医が優しく指導してくださるた
め安心して診療に臨むことができます。また、高齢化が
進む今、患者の退院先は自宅とは限りません。介護や施
設といった必要な支援を考慮するなど、社会的な面も
含めて介入しております。看護師や他のコメディカルス
タッフと相談したり、患者や家族に病状説明も日常的に
行うため、医師に求められるコミュニケーションスキル
も自然と身につきます。
外来研修や救急外来、当直研修もあり、到達状況に応
じたステップアップ方式で研修ができます。
また、協力病院や協力施設で研修することも可能です。
大学病院をはじめとした協力病院にて専門的な知識を学
んだり、診療所などで地域医療を研修することもできま
す。それぞれの研修希望に合わせて柔軟に対応可能です。
総合診療的なスキルを身につけたい方、チーム医療や
地域医療を学びたい方はぜひ当院での研修をお勧め致し
ます。お待ちしております。

２年次

５月

６月

７月

８月

９月

内科
（24週）
４月

アクセス

臨床研修病院の理念と基本方針

病院長メッセージ

きるぐらいの力がつきます！
☆地域包括的な視点を学べる研修
在宅療養支援病院として力を入れる訪問診療や、回復期、緩
和ケア科も研修に取り入れます。
☆地域や社会における医療の実践
公衆衛生的な視点と患者の生活・社会背景を大切し、地域の
保健福祉活動
（学校保健委員会、自治体検診、高齢者サロン
など）への参画と研究等の学術活動を推進します。
☆日常的にＣＶや超音波検査等の手技、画像読影の研修が組み
込まれています

５月

６月

７月

10月

11月

救急科
（８週）
８月

選択
（20週）

９月

10月

小児科
（８週）

11月

12月

１月

２月

３月

外科･麻酔･精神･産婦（各４週）
12月

地域医療
（４週）

<協力病院施設／福島県立医科大学付属病院、福島赤十字病院、公立藤田総合病院、北福島医療センター

１月

２月

３月

内科（16週）
等>

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修手当（税込）
１年次…620万円／年
２年次…680万円／年 ※2019年度実績
時間外手当：有、休日手当：無、当直手当：5,700円～42,000円
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次14日 有給取得率61.3%（2020年度実績）
その他…夏休：４日間、年末年始休暇：５日間、病休：15日間までは給与保障、
産前産後各８週、育休・介護休暇制度有
■ 宿日直 ３~ ４回／月（ステップアップ方式）
■ 社会保険／労働保険
健康保険：日生協健保、年金保険：厚生年金、
労働者災害補償保険：有、雇用保険：有
■ 健康診断 ２回／年（定期健診、特殊健診）
■ 医師賠償責任保険 病院：法人加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 住宅手当50,000円
■ 女性医師支援取組 院内保育園有 ※妊娠・産休・育休への支援を行っています

募集要項

講義の様子

地域での予防活動にも取り組みます

募集定員：３名

■必要書類：履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
■選考方法：書類選考、面接試験、小論文試験
■募集期間：随時

資 料
請求先

〒960-8141 福島県福島市渡利字中江町34
医局事務課
（三浦・山岸）

TEL024-521-2056 FAX024-521-1979
E-mail：igakusei@watari-hp.jp

訪問診療研修
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病院の
概 要

日本赤十字社

福島赤十字病院

開設者：日本赤十字社 社長
病院長：渡部 洋一
所在地：福島市八島町７－７

大塚 義治

研修プログラムの特徴
●プログラムの特徴
ガイドラインではでは最低１ブロック必修と少なめに設定さ
れている外科研修を３ブロック必修とし、さらに整形外科を
１ブロック必修として、普遍的な基本的診療能力と救急対応
能力の獲得機会を充実させています。
一方で、自由選択期間を最大限
（最大９ブロック）確保し、自
由度が高くジェネラル志向にも専門志向にも対応したプログ
ラムにしています。
地理的に福島医大との連携も強く、サポートが得られやすい
のも強みです。
●豊富な臨床症例
中規模病院でありながら診療科が多く、二次救急指定病院で
県北地区の救急医療を担っています。救急車の受け入れも多
いため豊富な実践経験を積むことができます。
●院内に精神科がある

■ 医師数：常勤…64名、非常勤…8.3名、指導医数…36名
■ 診療科名：内 科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器
内科、循環器内科、リウマチ・膠原病内科、精
神科、小児科、外科、呼吸器外科、心臓血管外
科、整形外科、脳神経内科、脳神経外科、皮膚科、
形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、
救急科、病理診断科
■ 病床数：一般…280床 精神…10床 感染…６床
■ 年間入院患者実数：6,452名
■ 年間新外来患者数：8,229名
■ 1日平均外来患者数：547.8名
■ 年間救急車搬入患者数：2,888名
■ 平均在院日数：11.7日

福島赤十字病院は県北医療圏における
救急医療、地域医療の中核病院として、
多くの救急患者と紹介患者を受け入れて
おります。特に、救急車の搬入件数は年
間約3,000件であり、当医療圏において
トップレベルです。多種多様な救急患者
が搬入されますので、２年間でほとんど
の救急疾患を経験することができ、診断プロセス、専門診療
科へのトリアージ、初期治療のスキルが取得できます。また、
外来・入院患者も多種多様であるため、多くの疾患に対する
プライマリ・ケアはもちろん、各種専門領域の研修が可能で
す。災害拠点病院としての訓練も行っており、大規模災害発
生時等の災害医療の知識を得ることもできます。
当院は病院全体で初期研修医の皆さんを大事にし、有意義
な研修を行ってもらうよう努力しています。指導医は皆、初
期研修医を教えることに熱心でありマンツーマンの指導を丁
寧に行っています。初歩的な検査手技や手術をできるだけ研
修医の皆さんに経験、修得してもらい、将来どの診療科に進
んでも役に立つ研修を目指しています。
私は、医師としての知識、技能を身につけるだけではなく、
その前に社会人として成長してもらいたいと思います。「わ
たしたちは、いのちと健康、尊厳を守るためより良い医療を
目指します」という基本理念のもと、初期研修医の皆さんが
国民の健康を守り社会に貢献できる医師になることを期待し
ます。
若さとやる気に溢れる皆さまをお待ちしております。

１年次

アクセス
●交通案内
JR東北新幹線・東北本線
福島駅から約3.5㎞
・車で約７分
・バスで約10分

【理念】
みなさまに信頼され親しまれる福島赤十字病院
【基本方針】
・患者さま中心の医療
・良質な医療の提供
・地域医療機関との連携 ・救急医療の充実
・災害時の救護活動
・経営の健全化

病院長メッセージ

当院では院内に精神科病床もあります。精神疾患の症例を経
験できるだけでなく、内科・外科等身体科の患者様の精神・
心理的課題に対応するリエゾン精神医学についても研修がで
きます。
●院内研修会・カンファレンスの充実
各科指導医による臨床に役立つ講義のほか、総合内科や脳神
経カンファレンス、外部講師によるレクチャーなど充実して
います。日赤らしく災害救護訓練で災害医療にも触れること
ができます。
●研修医の雰囲気が最高
伝統的に研修医間で教えあい、協力しあい、高めあう姿勢が
随所にみられ、見学された学生さんからも当院研修医の雰囲
気が良い事を度々感想に挙げられます。当院の一番のおすす
めポイントです。ぜひ見学に来て来てください！良さがわか
りますよ。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
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【URL】http：//www.fukushima-med-jrc.jp/

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

内科
４月

５月

６月

10月

11月

救急
７月

８月

９月

10月

地域医療 小児科 産婦人科

＜協力病院・施設／福島県立医科大学附属病院、大原綜合病院

12月

１月

外科
11月

12月

２月

３月

整形外科 精神科
１月

２月

３月

選択
他

県内13件＞

研修医の処遇

研修医コメント
福島赤十字病院は、指導医やコメディ
カルの方から暖かく丁寧な指導が受けら
れ、職員の距離が近く病院全体で研修医
を育てる雰囲気がある、とてもアット
ホームな病院です。研修医室も設備が
整っており、研修医同士で相談しやすい
環境にあります。
研修プログラムでは、院内に豊富な診
療科があり、また大学や他病院と連携しての研修も可能です。
２年目には選択を最大で９か月とることが可能で、自分に合
わせた自由なローテーションを組むことができます。救急車
の搬入台数が福島県北地域最多なので、common disease
を中心とした幅広い症例を経験できることも魅力の１つで
す。
隔週土曜には勉強会があり、各科の先生から初期対応や救
急処置について学ぶことができます。また、毎週木曜は福島
医大総合内科の先生によるレクチャー、外部講師をお呼びし
ての講義など、学ぶ機会はたくさんあります。
病院自体が週休２日制のため、休日は自分の勉強、趣味、
旅行などon/offのある生活を送ることができます。そのほ
か病院全体のイベントや研修医間でのサマーミーティングな
ど、イベントが定期的に開かれており、多職種との交流を深
めたり息抜きをしたりすることができます。指導医の先生方
や研修担当の方は日ごろから研修医の声に耳を傾け、より良
い研修について常に考えてくれています。ぜひ一緒に福島赤
十字病院で研修しませんか。見学・実習・病院説明会などで
お待ちしています。

■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 400,000円／月
２年次…基本給 450,000円／月
時間外手当：有、休日手当：有
当直手当：有、賞与…年２回
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00（週５日）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日 ２年次11日
その他…夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇、創立記念日
■ 宿日直 ３回／月
■ 社会保険／労働保険
日本赤十字社健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険法の適用：有
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎：無 住宅手当：有
■ 女性医師支援取組 育児短時間勤務

研修風景

症例検討会

募集要項

募集定員：８名

■必要書類：履歴書、卒業
（見込）
証明書、成績通知表、健康診断書
■選考方法：面接
■募集期間：2021年８月下旬まで
（ホームページに掲載）

資 料
請求先

災害救護訓練

〒960-8530 福島市八島町７－７
総務課
（大原）

TEL024-534-6101 FAX024-534-5205
E-mail：rinsho-kenshu@fukushima-med-jrc.jp

研修医集合
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公立藤田総合病院

【URL】http://www.fujita-hp.jp/kensyu/

開設者：国見町長 引地 真
病院長：近藤 祐一郎
所在地：福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14

研修プログラムの特徴
★初期診療から救急医療まで多くの症例を経験する事ができます。
福島県県北地域の中核病院で、初期診療から救急医療、地域
包括ケア、在宅医療など幅広く経験可能なプログラムです。

■ 医師数：常勤…40人、非常勤…７人、指導医数…18人
■ 診療科名：内 科、消化器科、小児科、外科、整形外科、産
婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
ン科、皮膚科、麻酔科、脳神経外科、泌尿器科、
精神科、神経内科、循環器科、形成外科、腎臓
内科、総合診療科、歯科、心臓血管外科
■ 病床数：一般…299床、結核…12床
■ 年間入院患者実数：4,435名
■ 年間新外来患者数：8,820名
■ 1日平均外来患者数：575.1名
■ 年間救急車搬入患者数：1,652名
■ 平均在院日数：18.5日

★研修医の希望を最優先したプログラム
研修医一人ひとりの希望を優先してローテートを組み立てま
す。プライマリ・ケアの習得、将来を見据えた専門的な研修
に対応しています。
☆２ 年目に最長で11ヶ月間の選択科目を自由に研修するこ
とができます。

●初期臨床研修プログラム
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１年次

アクセス
●交通案内
JR東北新幹線・東北本線福
島駅から車で約30分（約16
㎞）
福島駅から藤田駅まで約17
分
藤田駅から徒歩約12分

【理念】
私たちは、患者さん中心の医療を行います
【基本方針】
◇私たちは、地域社会との連携を図りながら、
地域の人々の医療・保健・福祉の向上に貢献
します。
◇私たちは、医療水準の向上に努め、患者さん
に良質で安心できる医療を提供します。
◇私たちは、健全な経営に努め、活力に満ちた
働きがいのある病院を目指します。

当院での初期研修は、“研修医が研修を
しやすい研修”を目指し、研修・教育環境
を充実させています。
【研修】
①マンツーマンで充実した指導体制。
②実践を積むことができる研修。
③診療科の枠を越えた横断的な研修と多
数の症例。
④最新鋭の医療機器
（64列CT、1.5T MRI、
HIFU、ESWL、オリンパス内視鏡システム
（EVIS X1）
【教育】
①シミュレーターを用いたフィジカル・アセスメント研修。
②各科系統講義、カンファレンス。
③放射線科医による画像診断カンファレンス。
④BLS研修、CPC
（病理検討会）
、救急症例検討会。
⑤文献検索：UpToDate、医中誌web、メディカルファイン
ダー、メディカルオンライン。
⑥救急患者画像の配信。レジデントJapanのフリー利用。
⑦豊富な手技シミュレーターでの実技指導。
⑧学会、研修会への参加を奨励。参加費、旅費を全額支給。
【環境】
①電子カルテ・オーダリング・画像ファイリングなど整備され
たIT環境。
（電子カルテは令和２年に更新。
）
②医局に個人専用ブース。Wi-Fi完備。
③研修医室はベッド・TV・Wi-Fi・個人用LAN完備。
④無料の研修医マンション。
【雰囲気】
①ワークライフバランスを大切にしています。
②採用時に他職種の新人と一緒に仲間作りをするなど和を大切
にしています。
「教育研修センター」
を立ち上げ、研修医のみなさんが安心
して研修できる環境を強化しております。当院での研修は皆
さんの期待以上です！ぜひ、公立藤田総合病院で一緒に初期
研修をしましょう‼

★充実した教育体制
様々なシミュレーターを完備したシミュレーションセンター／
スーパードクターを招いた研修医セミナー／トリアージ訓練／
系統講義／放射線カンファランス／ CPC ／救急症例検討会／
ケーススタディ

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針

病院長メッセージ

★内視鏡検査やスポーツ外来など多彩な経験を積むことができます。
☆
【修学資金被貸与者必須の上部消化管内視鏡検査】の症例数
がたいへん多く、十分な経験を積むことができます。
☆
【スポーツ外来】将来性のある県内の若きアスリートを整形
外科が中心となって充実したリハビリスタッフとリハビリ
施設によりサポートしています。

研修医コメント
公立藤田総合病院は、地域の中核病院
ということで common disease から比
較的まれな疾患まで幅広く出会えます。
マンツーマンで指導が受けられる場面も
多くあり、様々な手技を思う存分経験す
ることができます。また、職種間の垣根
が低く、病院全体が和やかな雰囲気です。
上級医の先生だけでなく、看護師さんや
薬剤師さん、技師さんも些細な疑問に快く答えてくださいます。
ほかにも以下のような魅力があります。
①研修医の希望を尊重してくれる、自由度の高いカリキュラム
です。
②夜間は上級医の先生はもちろん、放射線技師や検査技師も待
機していただいているため、安心して当直を行えます。
③シミュレーターを用いて様々な救急患者さんの対応を学ぶ実
践形式の講義など、臨床の現場で活かせる講義が頻繁にあり
ます。
④ワークライフバランスが大切にされており、研修中は一生懸
命学び、休む時は休む、といったメリハリのある生活ができ
ます。
⑤医局にはプライバシーが確保された個人ブースがあるため、
昼休みや空き時間は気兼ねなく休憩を取ることができます。
⑥研修医専用の部屋があり、中には電子カルテを使えるパソコ
ンが備わっているため、肩の力を抜いてレポート作成や勉強
をすることができます。
⑦マンションの家賃や学会参加費
（交通費含む）は全額支給され
ます。
ぜひ一度、見学に来てみてください！！

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

９月

10月

内科
（内科・消化器科・腎臓内科）
４月

５月

６月

７月

８月

11月

麻酔科

地域医療 精神科

12月

救急

11月

１月

２月

３月

外科・小児科・産婦人科

12月

１月

２月

３月

自由選択科目

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…470,000円～（基本給35万円、諸手当12万円）／月
２年次…500,000円～（基本給38万円、諸手当12万円）／月
時間外手当：有、休日手当：有
■ 特別賞与 １年次…580,000円 ２年次…970,000円
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15（週５日、40時間）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次20日
その他…夏季休暇、病気休暇など
■ 宿日直 １年次…４回／月、２年次…４回／月
日当直１回につき30,000円
■ 社会保険／労働保険
健康保険（協会けんぽ保険）、厚生年金、労働者災害補償保険法の適用…有
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：加入
■ 宿舎／住居手当 借り上げマンションもしくはアパート
※全額病院負担／家賃相当分全額
■女性医師支援取組 一時保育、病児保育有

新1年次集合写真

吸引トレーニング

募集要項

募集定員：６人

■必要書類：履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書、初期研修申込書
■選考方法：面接
■募集期間：８月中旬頃まで

資 料
請求先

フィジカルアセスメント研修

〒969-1793 福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14
総務課
（佐藤 久美子）

TEL024-585-2121 FAX024-585-5892
E-mail：k-sato＠fujita-hp.jp

屋上庭園上から
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病院の
概 要

一般財団法人太田綜合病院 附属

太田西ノ内病院

開設者：理事長 太田 健三
病院長：新保 卓郎
所在地：福島県郡山市西ノ内二丁目５番20号

研修プログラムの特徴
臨床研修の目標は、医師としての責任感と使命感とを養い、
人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会
的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態
に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的診療能力
（態度、技能、知識）を身につけることである。

■ 医師数：常勤…145名、非常勤…４名、指導医数…84名
■ 診療科名：内 科、糖尿病内科、腎臓内科、人工透析内科、
血液内科、心療内科、呼吸器内科、消化器内科、
脳神経内科、循環器内科、アレルギー科、リウ
マチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、
美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管
外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、肛門外科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻
咽喉科、精神科、リハビリテーション科、放射
線科、麻酔科、病理診断科、歯科、矯正歯科、
小児歯科、歯科口腔外科
■ 病床数：一般…1,036床、精神…50床
■ 年間入院患者実数：11,717名
■ 年間新外来患者数：19,447名
■ 1日平均外来患者数：1,179.1名
■ 年間救急車搬入患者数：5,059名
■ 平均在院日数：16.1日

４月

太田西ノ内病院は今年創立126年を迎
えました。当院の重要な責務の一つが、
これからの医療を担う若手医師の育成で
す。2021年４月からは初期研修医はた
すき掛けを含め、１年次12名、２年次
４名が研修を開始します。当院は多数の
学会の教育研修施設でもあり、初期研修
を行うために優れた病院です。救命救急センター（３次救急）
、
地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターな
どを担っています。このため教育熱心な指導医のもとで貴重
な臨床経験を豊富に積むことができます。多彩な領域の専門
医がそろっているのも強みです。また多くの同世代の医師と
苦楽を共にし、切磋琢磨することができます。研修期間中に
到達目標を達成しつつ、次のようになってもらうのが我々の
願いです。
１）
誠実に丁寧に患者さんと向き合える
２）
患者さんの役に立つ仕事にやり甲斐を感じられる
３）
喜んで同僚の手助けができる
４）
仕事を通じて自分を磨く感覚を知る
５）
同僚や患者さんから素直に学べる
６）
苦労の中でも好奇心や充実感に喜べる
７）
向上心と粘り強さをもつ
症例検討や発表会などでの姿を見ていると研修医の皆さん
が確実に力をつけていくのが分かります。学会や研修会など
教育的な機会も十分利用できるように応援します。一緒に働
き学びあえるのを楽しみにしています。

５月

１年次

２年次

アクセス

研修医コメント

こんにちは！皆さんはどんな研修
生活を思い描いていますか？
太田西ノ内病院は福島県内最大規
模の病院の１つです。皮膚科、精神
科を除くほぼすべての科が揃ってい
ます。
救急救命センター（３次救急）、地域がん診療連携拠点
病院、地域周産期母子医療センターなどを担っており、

６月
内科

５月

６月

地域医療

小児科

産婦人科

※１

７月

８月

９月

10月

※１

７月
精神科

※５ ※６

８月

11月
救急

※１ ※２（脳神経内科）

４月
※３

●交通案内
・JR東北新幹線・東北本線
郡山駅西口バスプールから
あすなろ循環西の内・ふ
れあい循環西の内回経由
静団地・コスモス循環西
の内回・西の内経由大槻・
西の内経由希望ヶ丘
※いずれも「太田西の内病
院前」下車
・JR郡山駅から無料シャト
ルバス運行（日曜・祝日は
運行しておりません）

医師としての責任感と使命感とを養い、人格を
涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学・医
療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻
繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できる能
力を身につける。

病院長メッセージ

当院の特徴は多数の医師が、出身大学や診療科の壁を取り
払って、患者中心の医療を行っていることである。多数の専門
分野から成り、充実した機器と設備を駆使して高度の先進医療
を行っている。第一線医療にチャレンジしたい研修医の方々に
最適の研修病院である。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
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【URL】http://www.ohta-hp.or.jp/n_nishi/06tra/00tra_n.htm

９月

10月

選択科（選択必修科目を含む）

12月

１月
外科

※１

11月

12月

１月

２月
※１

２月

３月

選択科

※１ ※２
※５（皮膚科、精神科のみ）
※６（精神科のみ）

３月

※１ ※２ ※３ ※４ ※５（皮膚科・精神科のみ） ※６（精神科のみ）

※１ 太田西ノ内病院 ※２ 太田熱海病院 ※３ 天田内科クリニック、いがらし内科外科クリニック、池田内科医院、おおがクリニック、菊池医院、てちがわら内科、根本クリ
ニック、古川産婦人科、やまさわ内科、せいの内科クリニック、ひろさか内科クリニック、いいもり子ども医院、コスモス皮膚科・内科クリニック 他 ※４ 福島県赤十字血液
センター ※５ 福島県立医科大学附属病院 ※６ 針生ヶ丘病院

＜協力病院・施設 福島県立医科大学附属病院、一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院、公益財団法人金森和心会針生ヶ丘病院 他 県内17件＞

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 465,500円／月
２年次…基本給 487,000円／月
時間外手当：無、休日手当：無
■ 基本的な勤務時間 月～金８：30～17：00 土８：30～12：30
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…指定休 月１日 夏季休暇、年末年始休暇
■ 宿日直 １、２年次 約２～４回／月
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険協会 厚生年金 労災保険 雇用保険
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎…借り上げ住宅 住宅手当…基本給に含む
■ 女性医師支援取組 附属保育園有

オリエンテーション

高次機能総合病院として県中地域を支えています。
症例数も充分過ぎるほどあり、コンサルト先も充実し
ているこの広大なフィールドをどのように活かすか、ど
のように縦横無尽に駆け巡るかはあなた次第です。

募集要項

当院では充実した研修生活を送ることが出来る反面、
時には素直に心身共に辛いこともあります。その時に支
え合ってきた同期は、生涯を通してかけがえのない戦友
となります。
当院は全国から研修医が集結します。出身大学の枠を
取り払ったサラダボウルの中で、一緒に切磋琢磨して充
実した初期研修を送ってみませんか？
病院見学待ってます！

ベッドサイドレクチャー

募集定員：15名

■必要書類：履歴書
（当院書式）
、卒業
（見込）
証明書、成績証明書
■選考方法：小論文・面接
■募集期間：７月下旬頃まで
（決定次第ホームページに掲載）

資 料
請求先

〒963-8558 郡山市西ノ内二丁目５番20号
臨床研修室
（今泉 雄太）

TEL024-925-8643（直通） FAX024-925-8667
E-mail：kensyui@ohta-hp.or.jp

研修医集合写真
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病院の
概 要

公益財団法人

星総合病院

【URL】http://www.hoshipital.jp/kensyui.html

開設者：理事長 星 北斗
病院長：野水 整
所在地：郡山市向河原町159－１

研修プログラムの特徴
●急性期から在宅医療・精神科まで幅広く学ぶことが
できます

■ 医師数：常勤…87名（研修医15名含む）、
非常勤…11.6名（常勤換算）、指導医数…44名
■ 診療科名：内科、心療内科、消化器内科、循環器内科、呼
吸器内科、脳神経内科、緩和ケア内科、リウマチ科、小児科、
外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、肛門外科、整
形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食
道外科、精神科、リハビリテーション科、放射線科、病理
診断科、救急科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科
■ 病床数：一般…415床、精神…15床
■ 年間入院患者実数：100,635名
■ 年間新外来患者数：19,299名
■ 1日平均外来患者数：603.6名
■ 年間救急車搬入患者数：3,630名
■ 平均在院日数：一般…12.2日

地域医療支援病院也開放型病院の認定を受けており、地域
に開かれた病院であるとともに、郡山市二次救急の輪番制に
参加しており、多くの症例を学ぶことができます。また、当
院ではなかなか経験出来ない診療科については協力型病院を
追加し、さらに幅広く研修できる環境を整えています。

●指導体制の充実

原則各診療科１～３名でローテーションを組みます。マン
ツーマンで指導を受けることができ、経験できる手技も豊富

１年次

東北本線

医局が壁のないオープンスペースになっており、指導医や
先輩医師、スタッフともコミュニケーションが取りやすく、
研修しやすい雰囲気です。もちろん、研修医だけのスペース
も確保しており、研修医同士のコミュニケーションも活発で
す。

うねめ通り

福島
交通

星総合
病院
美術館通り

さくら通り
うすい

至須賀川

24週

16週

４週

４週

内科

救急

外科

麻酔科

４週

４週

４週

４週

32週

精神科

地域医療

産婦人科

小児科

選択科

ハロー
ワーク

研修医の処遇

ラウンド
ワン
デニーズ
東部幹線

駅前大通り

２年次

２週
オリエン
テーション

・救急は整形外科８週、脳神経外科４週、外科４週＋２年間を通して救急指定日の日直・当直での研修を行う。

逢瀬川

郡山駅
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●交通案内
JR郡山駅から徒歩約10分

至福島
東北新幹線

当法人は大正14年に開設し、今年で創
立96年を迎えます。臨床研修の基幹病院
となる星総合病院をはじめ、精神科単科
病院の星ヶ丘病院、地域医療を担う三春
病院・たむら市民病院・ほし横塚クリニッ
クなど、幅広い分野のグループ施設を運
営しています。平成25年１月には星総合
病院が移転新築し、より充実した医療および教育の環境が整っ
ています。初期臨床研修は、医師として、医療人としての土台
をつくる貴重な２年間となります。
当院ではコモンディジーズだけでなく、救急疾患についても
幅広く学ぶとともに、プライマリ・ケアについての基本的な診
療能力の習得を目指します。医師や看護師、コメディカルを含
め、病院全体で研修医を育てようという雰囲気に満ち溢れて
おり、疑問点や困ったことなど気軽に声をかけることができま
す。医局もオープンフロアーとなっており、診療科の垣根を越
えて指導医や上級医に相談できる環境も魅力です。主体的に学
べる環境整っています。院内院外への研究発表を積極的に行う
とともに各種学会への参加を推奨し、学会出張費は全て病院負
担とし人材育成の予算は惜しみません。また、ハンズオンセミ
ナーやレジデントレクチャーなど各種勉強会も充実しています。
COVID-19が落ち着けば、臨床研修２年目には海外研修が計画
されます。広い視野で世界の医療を学ぶことができ、とても好
評です。
ぜひ、病院見学に来て当院を自分の目で見て確認し体感して
ください。

アクセス

旧国道

病院長メッセージ

●垣根を超えた、指導医や先輩医師との交流を持つこ
とができます

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
当法人の理念は
「醫霊
（いれい）
」
です。私たちの持てる
力を最大限発揮してもなお救えなかった人々の霊に対し、
その霊をも醫
（癒）
したい。それが医道を歩む者が生涯持
ち続けなければならない覚悟であるという創始者 星一郎
の信念が込められています。
医療医学は科学ですが、その対象は情と心を持った人
間です。このことを常に念頭に置き、科学と人間の間を
埋める事こそ、私たちの使命です。
【基本方針】
１．医療安全体制を確立し急性期医療および高度専門医
療を提供します。
２．地域の医療機関と連携し開かれた病院づくりを目指
します。
３．健康教育等を通し地域の保健予防活動を推進します。
４．地域住民及び職員のニーズを反映した病院建設に取
り組みます。
５．質の高い医療提供を図るため、研究・研修施設とし
て充実を図ります。

です。また、より良い指導体制を作る為に、現場で指導する
指導医を主とする教育組織を編成しています。研修医も会議
に参加し、意見を反映しやすい環境を整えています。

イオンタウン
郡山

研修医コメント
研修医生活１年間を振り返って、私が
感じた当院の魅力の一部をご紹介しま
す。
当院は郡山市の医療の中核を担う病院
の一つであり、診療科が一通り揃ってお
り、一般的な症例はほとんどすべて経験
することができます。関連病院での研修
を通じて、精神科や地域医療にも触れら
れるので、急性期から慢性期まで幅広
く経験することができます。指導医の先生方は、遠すぎず近
すぎずほどよい距離で見守ってくださるので、安心してやり
たいことにチャレンジすることができます。コメディカルの
方々もとても親切で、病院全体で研修医の学びを支えようと
いう雰囲気があるところも当院の魅力です。
当院は研修医勉強会が多く開かれており、症例発表もたく
さん経験することができます。研修医勉強会では各科の先生
が、病棟業務や救急対応時に知っておくべき内容を厳選して
講義してくださるので、かなり重宝しています。症例発表は、
準備や事前の勉強が大変ですが、欲しい情報を論文から探し
たり、スライドにまとめて人に伝えたりする良い練習になり
ます。将来的に学会などの様々な場面で役立ってくると思い
ます。
また、当院は大都会・郡山の駅近くに位置しており、アク
セスが良い点も魅力です。新幹線が通っており、東京駅まで
駅６つと、もはや最寄り駅と呼んでいいかと思います。駅前
の賑わいも福島県内屈指です。見学にいらした際は、一緒に
駅前に繰り出しましょう。
最後に、ここに書ききれなかった当院の魅力がまだまだた
くさんありますので、ぜひお気軽に遊びに来てください。皆
さんが来てくださることを、研修医一同楽しみにお待ちして
おります。

■ 常勤・非常勤の別 常勤職員
■ 研修手当（税込）
１年次…6,134,950円（賞与年２回を含む）／年
２年次…6,796,500円（賞与年２回を含む）／年
当直・日直など各種手当は別途支給（申請必要）
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：30
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…年110日以上
（週休２日相当）
、年末年始、看護休暇、介護休暇、地域貢献休暇
■ 宿日直 １年次３回程度／月（副直） ２年次４回程度／月
■ 社会保険／労働保険
健康保険・厚生年金・確定拠出年金・雇用保険・労災保険
■ 健康診断 １回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 単身者用賃貸住宅／家賃補助有
■ 女性医師支援取組 院内保育所：敷地内
育児休暇取得可能、短時間勤務制度利用可

医局

外科縫合レクチャー

募集要項

募集定員：８名

■必要書類：履歴書
（当院指定）
、卒業見込み証明書又は卒業証明書、
成績証明書
■選考方法：書類選考および面接試験
■募集期間：当院ホームページ参照

資 料
請求先

整形実技研修

〒963-8501 福島県郡山市向河原町159ー１
教育研修センター
（関根・芳賀・熊田）

TEL024-983-5524

FAX024-983-5526

E-mail：kensyui@hoshipital.jp

院内レストランでランチ
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病院の
概 要

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属

総合南東北病院

開設者：一般財団法人 脳神経疾患研究所
病院長：寺西 寧
所在地：福島県郡山市八山田七丁目115番地

研修プログラムの特徴
●24時間体制の２次救急センターを運営し、一般的疾患から専
門性を必要とする救急疾患まで症例が豊富である。
●放射線診断機器（PET-CT・3T-MRI・64チャンネルCT・アン
ギオ装置等）や放射線治療装置（陽子線治療・IMRT・サイバー
ナイフ等）が充実しており、高度先進医療に携わることがで
きる。
●自由選択期間が長く、協力病院も多くあるので、自分に合っ
たローテートを立案できる。
●研修医専属の事務スタッフがおり、サポート体制が充実して
いる。

■ 医師数：常勤…136名、非常勤…2.4名、指導医数…77名
■ 診療科名：脳 神経外科、外科、整形外科、心臓血管外科、
形成外科、呼吸器外科、麻酔科、耳鼻咽喉科、
眼科、アレルギー科、内科、総合内科、脳神経
内科、消化器内科、循環器科、呼吸器科、気管
食道科、小児科、小児外科、産婦人科、泌尿器科、
肛門科、皮膚科、性病科、リハビリテーション科、
歯科、歯科口腔外科、放射線科、精神科、救急
科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科、
矯正歯科、消化器外科
■ 病床数：一般…461床
■ 年間入院患者実数：16,606名
■ 年間新外来患者数：45,030名
■ 1日平均外来患者数：1,565名
■ 年間救急車搬入患者数：15,767名
■ 平均在院日数：13.7日
本宮 I.C

イオン

デニーズ
内環状線

至福島
オリエント
パーク
宝沢沼

総合南
東北病院

南東北
眼科
クリニック

東棟

至須賀川

旧国道４号

さくら通り

西棟 中央棟
管理棟

ガン陽子線
治療センター
ヨークベニマル
富久山店

北棟
新西棟

南東北医療
クリニック

南棟

善宝池
うねめ通り

各病棟案内図

パチンコ
マルハン

当院における研修医教育の目標は“役
に大切なことは、プライマリ・ケアであ
り、ありふれた疾患に数多く接し、迅速
な対応能力を身に付けることは、将来ど
のような専門分野に進もうと不可欠なも
のです。救急における初期対応は研修医にとって基本です。
当院の救急室でのファーストタッチは研修医が行うことを原
則とし、その都度マンツーマンで上級医が毎日のカンファラ
ンスで、個々の患者への診断・治療が適切なものであったか
を振り返るシステムとなっています。このような一連の患者
管理の中で、研修医が本当の実臨床能力を身に付けることを
コンセプトとしています。当院は脳卒中、急性心筋梗塞、大
動脈解離、骨折治療
（外傷センター）など症例経験には事欠き
ません。
また次のステップとして、がん診療における専門性を学ん
でいただきたいと考えています。消化器がん領域では、内視
鏡治療（ESD等）から鏡視下手術・ロボット手術、また放射線
治療は、陽子線・BNCT
（ホウ素中性子補足療法）等の先進的
医療が導入されています。コロナ禍で日常診療が停滞してい
ますが、一方では感染症にたいして新しい対応が迫られてい
るのも事実です。研修医の皆さん、当院で感染症からがん治
療まで第一線の地域医療を経験してみませんか？

２年次

前林公園

ゴールドメディア
立体駐車場

当院で１年研修して感じたメリットと
デメリットをいくつかご紹介します。
まずはデメリットを３つ挙げます。１
つ目は小児科、産科、婦人科がないこと
です。外来はありますが、病棟がないた
め入院患者を診ることができませんし、
当直帯で小児救急や産科救急を診る機会
も少ないです。そのため、これらの科は
協力病院で研修を行っています。２つ目
は研修医室がないことです。この環境しか知らないのでなん
とも言えませんが、あると良いらしいですよ。確かに楽しそ
うですよね。３つ目は症例の多さ故にそれなりに忙しい時も
あることです。これは正直メリットにもなります。当院は福
島県有数の急性期病院であるため、症例が集まってきます。
研修している科によっては忙しいことがありますが、研修医
だとしても病棟管理、手技などをやらせてもらえるため、多
くの経験ができます。私はこれが魅力に感じてここを研修先
に選びました。経験しているかそうでないかは医師として大
きな差になります。
続いてメリットを挙げます。１つ目は内科外科問わず科の
種類が多いことです。ローテートの選択肢が多いことは魅力
で、将来の選択肢が増えるだけでなく、志望科になる前に学
びたいことが出てきたときに対応できます。２つ目は様々な
出身大学からの研修医がいることです。県内だと福島県立医
科大学出身者ばかりの病院が多いと思いますが、当院は違う
ので良い刺激になります。
給料や当直での対応は研修医がメインで行うといった内容
は県内のどこの研修病院でも同じなのではないかと思うの
で、詳しく述べません。
少しでも興味ある人はぜひ見学にいらしてください。お待
ちしております。

４月

５月

６月

７月

８月

９月

内科
４月

５月

６月

10月

11月

麻酔科
７月

８月

９月

精神科 地域医療

10月

12月

救急科
11月

１月

外科

12月

１月

２月

３月

小児科 産婦人科
２月

３月

自由選択科

<協力病院・施設／太田西ノ内病院、福島県立医科大学附属病院 他 県内27件、県外２件>
※一般外来研修については、地域医療・小児科をローテート中に並行研修として行う。
※麻酔科を除く救急科8週については、ブロック研修を４週、副直による並行研修を４週分充てる。

入口

南東北眼科クリニック
南東北医療クリニック GS

●交通案内
・JR東北新幹線
東京駅ー郡山駅…約80分
仙台駅ー郡山駅…約45分
・郡山駅から車で約10分

研修医コメント

に立つ臨床医”を育成すること。研修医
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アクセス

入口

病院長メッセージ

１年次

東北新幹線

「すべては患者さんのために」を理念とし、
以下６項目を基本方針に揚げて診療を行っています。
●患者さんに公正な医療を提供します。
●医師による説明と患者さんの選択に基づく医療を進めます。
●患者さんのプライバシーを尊重します。
●診療情報を患者さん自身にお伝えします。
●より良い医療が行われるよう研修・研鑽いたします。
●患者さんの人生が最後まで豊かであるように、その意
思を尊重します。

●各診療科が研修医の受け入れ、教育に熱心である。
●各診療科の垣根が低いので、気軽に各科の指導医・上級医に
相談ができる。
●専門医制度の基幹施設（内科、外科、脳神経外科、整形外科、
放射線科）になっており、初期研修修了後も当院で研鑽でき
る。
●使い勝手のよい綺麗な医局がある
（当直室・仮眠室・シャワー
ルーム完備）。
●学会の参加費等の補助がある。

研修スケジュール

旧国道４号

臨床研修病院の理念と基本方針

【URL】http://resident.minamitohoku.or.jp/

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 500,000円／月
２年次…基本給 545,000円／月
時間外手当：無、休日手当：無、宿日直手当：有
・１年次５−９月：宿直7,000円、日直10,000円 ・１年次10−３月：宿日直15,000円
・２年次：宿直20,000円（平日）・30,000円（土日・祝日）、日直30,000円
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00
■ 休暇
有給休暇
①リフレッシュ付与（１年次３日、２年次５日）※１年次は７月に付与
②勤続付与（１年次10日、２年次11日）※１年次は10月に付与
その他…４週７休、年末年始休暇（12月31日～１月３日）
■ 宿日直 約４回／月
■ 社会保険／労働保険
政府管掌健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険法の適用、雇用保険：有
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎有／住宅手当有（上限70,000円/月）
■ 女性医師支援取組 24時間対応の保育所有、女性専用当直室・シャワールーム等完備

募集要項

募集定員：14名

採血実習の様子

研修医勉強会の様子

■必要書類：履歴書※、採用申請書※、希望調査票※、成績証明書、CBT成績表、
OSCE成績表、
健康診断書、
新型コロナワクチン接種記録の写し
（接
種済みの方） ※印の書類は当院指定用紙（当院HPよりダウンロード）
■選考方法：書類審査、面接
■募集期間：令和３年８月18日（水）、９月１日（水）、10月13日（水） ※最新情報は当院HPにてご確認ください。

資 料
請求先

〒963-8563 福島県郡山市八山田七丁目115番地
臨床研修担当
（増子・鈴木・千葉）

TEL024-934-5322 FAX024-922-5320
E-mail：kensyu@mt.strins.or.jp

CV実習の様子
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病院の
概 要

公益財団法人 湯浅報恩会

寿泉堂綜合病院

開設者：理事長 湯浅 大郎
病院長：金澤 正晴
所在地：郡山市駅前１丁目１番17号

研修プログラムの特徴
●当院の研修では、医師として自立することを目指します。将
来の専門性にかかわらず、様々な疾病や病態に適切に対応で
きるように、基本的な診療能力を身に付けていただきます。
特殊な疾患よりも一般的な疾患に十分に対応できるように
なって欲しいと思います。
●プログラムは、複数の診療科をローテートすることを基本に
一部は選択制を取り入れています。１年次から救急当直も
行って、十分に一般的な疾患を診られるようになります。

■ 医師数：常勤…52名、非常勤…8.0人（常勤換算）
指導医数…24名
■ 診療科名：内科、糖尿病内科、消化器内科、循環器内科、
呼吸器内科、腎臓内科、リウマチ膠原病内科、神経内科、心
療内科、精神科、小児科、外科、食道・胃外科、大腸・肛
門外科、乳腺外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、呼吸器外科、
心臓血管外科、内視鏡外科、脳神経外科、脳卒中科、産婦
人科、整形外科、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
放射線科、画像診断科、歯科口腔外科、皮膚科、リハビリテー
ション科、麻酔科、病理診断科
■ 病床数：一般…305床
■ 年間入院患者実数：7,595名
■ 年間新外来患者数：14,563名
■ 1日平均外来患者数：457.2名
■ 年間救急車搬入患者数：2,743名
■ 平均在院日数：10.5日

４月

アクセス

通り
ィア
ンテ
フロ

至東京

秋田 大東
銀行 銀行

旭写真館

東北新幹線

チサン
ホテル

●交通案内
JR東北新幹線・東北本線
郡山駅から徒歩約４分

NTT

２年次

研修医コメント
初期研修医を始めて、約１年が経過し

ました。当初は医師としても社会人とし
ても未熟でしたが、指導医の先生方やス
タッフの方々に、優しく丁寧な指導や支
援をしていただき、少しずつですが、自
身の成長を実感しながら日々充実した研
修生活を送っています。

当院の病床数は305床と決して大きな病院ではありません

が、それゆえ一人ひとりの患者さんにかけることができる時

間は多く、上級医のマンツーマンの指導のもと、入院から退
院までのほぼ全ての過程に関わることができます。他職種の

６月

７月

８月

内科（24週）
４月

東北本線

郡山ビューホテル

駅前
交番

JR郡山駅

うすい

P

寿泉堂
綜合病院

ホテル
プリシード郡山
常陽銀行

寿泉堂
クリニック

バスターミナル

J パーキング
専用駐車場

至福島

駅前アーケード

柏屋

ビューホテル
アネックス

ビッグアイ
郡山
シティホテル

三万石
駅前大通り
姑娘飯店

当院は、郡山駅から徒歩数分の距離にあ
る急性期病院です。開業した明治以来
「患
者さん第一」
をモットーに、各診療科が協
力して外来・入院診療にあたっています。
10年前の新病院移転を機に救急センター、
手術室、画像診断装置、内視鏡室などの
充実に加え、新しい放射線治療装置
（IMRT）
によるがん治療を始めました。
病床数が305床と中規模病院であることから、募集定員を６
人として、研修医一人ひとりが豊富な臨床症例・手技を経験で
きるように配慮しています。郡山地区の救急輪番制のなかで、木
曜の内科、金曜の全科と一部日曜の救急を常勤医と一緒に担当
し、多種多様な患者さんのプライマリ・ケアを学ぶことができま
す。それ以外の日は自己研鑽に励む時間的余裕もあり、定例的
な症例検討会、抄読会、CPC、朝のミニ勉強会などによるスキ
ルアップが可能で、学会、研究会への参加もサポートしています。
指導する医師は優しく、ときに厳しく指導することもあります
が、研修医と常勤医が同室内に机を構え、診療科の垣根なく相
談できる環境も評価されています。コメディカルとのチームワー
クもよく、忙しいながらもいきいきと研修に勤しむ先輩たちがい
ますので、その姿を実際に一度ご覧いただき、マッチングにご
応募ください。
東京まで新幹線で約80分、福島空港にも近く、国内の学会や
研修会に参加しやすい環境に恵まれています。うすい百貨店や
多くのグルメが近隣にあり、生活の満足度も高いようです。

クラウンヒルズ
郡山

郡山消防署

病院長メッセージ

５月

１年次

旧国道４号

人格をそなえた医師を育成するとともに、日常診療で頻
繁に遭遇する疾患や負傷に適切な対応ができることを目
標とし、数多くの症例と手技を経験できるようマンツー
マン体制を中心に研修指導をおこなう。
プライマリ・ケアに対処しうる臨床医を目指すに必要不
可欠な診療に関する基本的な知識、技能及び態度の習得
をおこなう。

また、指導医と研修医が１対１の関係となり、良好なそして
充実した研修が送ることができます。救急科は市内の輪番制
の担当日を中心に救急診療を指導医とともに行います。
●駅前にある立地条件を生かして、院外の研究会や研修会にも
参加し、積極的に最新の情報や知識を習得することも可能で
あり、有意義な研修が送れると考えています。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
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【URL】http://www.jusendo.or.jp

５月

６月

９月

10月

外科（８週）
７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

麻酔科
整形外科 脳神経外科 選択科
（８週／救急含） （４週） （４週） （４週）
11月

産婦人科 小児科 地域医療 精神科 泌尿器科
（４週） （４週） （４週） （４週） （４週）

12月

１月

２月

３月

選択科

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 458,400円（年間約6,040,000円）／月
２年次…基本給 490,000円（年間約7,000,000円）／月
時間外手当：有、日当直手当：有
■ 基本的な勤務時間 ８：45～17：05（土曜日は13：00まで）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…年末年始休暇、夏季休暇など
■ 宿日直 ３～４回／月
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険協会健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険：有
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 借上住宅／住宅手当50,000円
■ 女性医師支援取組 保育園有り（救急指定日の夜間保育可能）、短時間勤務制度、
産休制度、育児休暇制度：有

朝のミニ勉強会

オリエンテーション

方との距離も近く、疑問点があれば病棟や各部署で気軽に質

問・相談することができます。また、郡山地区の二次救急病

院であり、救急指定日には多種多様な症例の初期対応、救急

募集要項

措置を学ぶことができます。

募集定員：６名

立地に関しては、郡山駅から徒歩数分の場所にあり、福島

市で頻繁に開催される研修医向けのセミナーや研究会、他県

で開催される学会などにも気軽に参加することができます。
病院の周辺には、医学書籍を取り扱う大型の書店や様々な飲

食店、販売店があり、非常に充実した生活環境となっており
ます。

当院での研修に少しでも興味を持っていただいた方は、ぜ

ひ一度見学にいらしてください。そして、少しでも当院の雰囲

気を感じ取っていただければと思います。お待ちしています。

■必要書類：臨床研修申込書、履歴書、卒業見込み証明書
■選考方法：面接
■募集期間：令和３年７月～８月中旬頃まで

資 料
請求先

CPC

〒963-8585 郡山市駅前１丁目１番17号
総務課
（中山）

TEL024-932-6363 FAX024-939-3303
E-mail：soumuka2@jusendo.or.jp

研修医集合写真
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10
病院の
概 要

公立岩瀬病院

【URL】http://www.iwase-hp.jp/

開設者：公立岩瀬病院企業団 企業長 宗形 充
病院長：土屋 貴男
所在地：福島県須賀川市北町20番地

研修プログラムの特徴
●コメディカル研修を実施しており、看護部・薬剤部・臨床検
査部・放射線部等の他職種の業務を体験しコミュニケーショ
ンを含めチーム医療を学ぶことができます。
●可能な限り研修医の希望にそえるよう自由選択期間を長期に
設定しています。
●研修医募集定員を少なくしているので、研修医１人当たりの
症例数、バリエーションが豊富となり、また指導医からの指
導もマンツーマンで受けることができます。

■ 医師数：常勤…35名
（研修医５名含む）、非常勤…7.7名、
指導医数…18名
■ 診療科名：内 科、総合診療科、心療内科、脳神経外科、膠
原病内科、外科、整形外科、リウマチ科、小児科、
泌尿器科、産科婦人科、皮膚科、形成外科、眼科、
麻酔科、病理科
■ 病床数：一般…273床、感染症…６床
■ 年間入院患者実数：4,365人 （令和２年実績）
■ 年間新外来患者数：11,099人（
〃
）
■ 1日平均外来患者数：351.0人 （
〃
）
〃
）
■ 年間救急車搬入患者数：956人 （
（
〃
）
■ 平均在院日数：13.5日

研修スケジュール
１年次
２年次

アクセス
川
隈
武
阿

●交通案内
・JR東北本線須賀川駅から
徒歩約10分
・東北自動車道須賀川ICか
ら車で約５分
・福島空港から車で約15分

５週

1週

５週

９週

13週

17週

21週

13週

17週

21週

内科
９週

25週

小児科

33週

37週

33週

37週

産婦人科

25週

精神科 地域医療

29週
29週

41週

45週

49週

救急

一般外来

41週

45週

49週

外科

自由選択期間

研修医の処遇

須賀川市役所

118

至白河

1週

※研修スケジュール備考
・内科は循環器内科、消化器内科での研修。一般外来は内科で研修。
・救急は整形外科で４週間＋２年間を通しての日当直８週間分で研修。

須賀川
郵便局

118
須賀川警察署
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東北本線

須賀川
I.C.

須賀川消防署

福島県須賀川市にある当院は明治５年
（1872年）に創立されました。国内で現
存する最も古い病院の一つとして知られ
ており、明治６年には福島県立医科大学
の前身である須賀川医学校が併設され、
全国から医師を志す俊英が集まりまし
た。創立当時から現在に至るまで、臨床
と医学教育に力を入れている地域の中核病院です。ここ10年
の間に、新病棟、外来棟に加えて周産期センター／ NICUも
開設し、産婦人科研修も院内で可能となりました。外科系手
術の症例も多く、がん治療などの高難易度手術や低侵襲手術
にも対応しています。
当院プログラムの特徴は、指導医に加えて院内の全ての職
種が研修の手助けをしていることです。患者さんの採血、レ
ントゲン写真の撮影、抗がん剤の調整、患者さんの栄養状態
を把握した上での点滴や食事と栄養の管理、腹部エコー、心
エコー検査など実践的な訓練を１年目に行います。救急対応
を含めて１年目でしっかりと基礎的研修を行い、２年目のプ
ログラムは研修医本人と相談しながら、希望に添えるように
柔軟に決めています。
また、当院は女性医師支援にも力を入れています。結婚や
妊娠、出産という大切なイベントに対して病院として配慮で
きる体制を整えています。当直室や医師の仮眠室も男女に分
けて用意しています。プライマリ・ケアから専門的な研修ま
で幅広く可能な当院の臨床研修をぜひお勧めします。

川

賀

須

駅

岩瀬病院

至東京

病院長メッセージ

至郡山・福島
東北自動車道

医師としての人格を涵養することができる研修を
目指し、将来の専門性にかかわらず、医学医療の
社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭
遇する病気や病態に対応できるよう、プライマ
リ・ケアの基本的な診察能力（態度、技能、知識）
を身につけることができる研修を行う。

至仙台

釈迦
堂川

臨床研修病院の理念と基本方針

●当院の外科は、日本内視鏡外科学会の技術認定が複数在籍し
ており、高い診療レベルの中での研修が可能です。
●従来から当院の強みの１つであった小児科に加え、産科婦人
科を開設したことによりNICUを含めた周産期についても研
修が可能となりました。

牡丹園

バイパス

研修医コメント
当院では、医師はもちろんのこと、他
職種の皆さんも含め病院全体で育ててく
ださる環境があります。コメディカル研
修期間には、ほぼすべての職種の業務を
体験できるほか、エコー検査などについ
ては技師さんからみっちり教えていただ
けます。どの職種の方も顔見知りになる
ので、研修で困ったことがあってもすぐに相談しやすい雰囲気
があります。
また、
隔週の総合診療勉強会、
毎週の内科勉強会、
外科抄読会、
週２回の内科外科合同カンファレンス、毎月のオープンシステ
ム勉強会、シーズン毎の救急業務連絡会など、カンファ・勉強
会も充実しており、知識を常にアップデートできるだけでなく、
大勢の前で発表する機会にも恵まれています。
当直は月２〜４回程度で、自分のペースに合わせて調整でき
ます。上級医の指導のもと救急搬送もwalk inも診ることがで
きます。
規模は大きくない病院ですが、その分スタッフ間や診療科間
の垣根が低く、他職種、他診療科の方への相談がしやすいです。
研修医の募集定員も４人と多すぎないので、手技や症例を奪い
合うということもありません。
平成29年には産科婦人科・NICUが設置され、周産期医療に
ついても勉強できるようになりました。
アットホームな環境で皆さんと一緒に研修ができれば幸いで
す。少しでも興味を持たれた方は、ぜひ一度見学に来てみてく
ださい。

■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 400,000円／月+20,000円（年収6,440,000円）
２年次…基本給 450,000円／月+20,000円（年収7,140,000円）
※より充実した研修となるよう、平成29年度より研修に必要な教材や書籍購入のため
毎月20,000円の研修費を支給しています。
時間外手当：無、休日手当：無
賞与…１年次1,400,000円 ２年次1,500,000円（年額）
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15（週５日 38時間45分）
■ 休暇
有給休暇…１年次15日 ２年次20日
その他…年末年始、夏季休暇等
■ 宿日直 ２～４回／月
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険法の適用…有
■ 健康診断 ２回／年
■医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎：無 住居手当：最高27,000円
■ 女性医師支援取組 産休育休制度有 女性医師専用当直室有

募集要項

募集定員：４名

研修風景
（カンファレンス）

研修風景
（手術）

■必要書類：研修申込書、履歴書
（所定の用紙を病院ホームページよりダウ
ンロードしてください）
、卒業
（見込み）
証明書
■選考方法：面接
■募集期間：５月下旬～８月下旬頃

資 料
請求先

〒962-8503 福島県須賀川市北町20番地
総務課
（今泉 智絵）

TEL0248-75-3111 FAX0248-73-2417
E-mail：soumu8@iwase-hp.jp

研修風景
（新人研修）
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病院の
概 要

福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院

開設者：福島県厚生農業協同組合連合会
病院長：大木 進司
所在地：白河市豊地上弥次郎２番地１

研修プログラムの特徴
●commonな症例から難しい症例まで幅広く

当院は白河市を中心に福島県南部～栃
木県北部まで広くカバーする二次医療圏
の中核病院です。平成20年に新築移転
し今年で13年目を迎えました。
病院機能としては、がん診療拠点病院、
地域災害医療センター、感染症指定医療
機関、周産期母子医療センター協力施設
など多くの認定を受けています。がん診療においては放射線
治療室、PET-CＴや外来化学療法室を備え、緩和ケアにも力
を注いでいます。平成27年４月に開設された福島県立医科大
学総合診療寄付講座（白河総合診療センター）のスタッフが総
合診療科として救急搬送患者の初療にあたり専門各科と連携
しつつ高度な救急医療の提供を行っています。年間3,000台
を超える救急車を受入れcommon disease、primary care
を学ぶには最適の病院と自負しております。
初期研修の定員は６名ですが、少数精鋭で密度の高い研修
を目指しています。患者さんへのfirst touchの機会が豊富で、
初診時の診断から治療まで指導医のチェックを随時受けなが
ら自らの責任で前に進んでいく姿勢を習得することができま
す。また、チーフレジデント制を導入していますので、身近
に気軽に相談できる存在がいることで安心して診療に取り組
むことができます。
医師だけではなくメディカルスタッフも含めたスタッフ間
のコミュニケーションが良いことも当院の特徴です。病院全
体で研修医を受け入れる体制で皆さんをお待ちしています。
29

●信頼できるチーフレジデント

当院はチーフレジデント制です。気軽に相談できる上級医
が多く、その中でもチーフレジデントの先生はとても頼りに
なります。研修医は何をやるにしても不安なことだらけの
中、上級医やチーフレジデントの存在はとても心強いです。

全国的に著名な先生方から手厚い指導が受けられます。と
ても指導熱心で数多く学べる環境にあります。

研修スケジュール
１年次
アクセス

JA
夢みなみ

新

病院長メッセージ

多い日は指導医・上級医２名に加えて２年次・１年次研修
医の４名体制。安心して当直に入れます。

●総合診療科で学ぶ

東北新幹線

【理念】総合的・全人的にプライマリ・ケアを実践し適
切な対応ができる医師を育成する
【基本方針】
１．礼節を重んじ、包容力に満ちた人間性を涵養する
２．救急における診断力と初期対応能力を身につける
３．診療チームの中心となることを自覚し他職種と協
働を図る
４．地域の特性を理解し、医療・介護・保健・福祉に
関わる施設や組織と連携する

●当直は安心の屋根瓦方式

県南地区唯一の総合病院のため、幅広い症例が経験できま
す。また、福島県県南と栃木県北部の二次救急を担っている
ため、症例が豊富です。

■ 医師数：常勤…77名、非常勤…14名（常勤換算）
指導医数…44名
■ 診療科名：総合診療科、内科、呼吸器内科、循環器内科、
血液内科、糖尿病腎高血圧代謝内分泌内科、消化器内科、
神経内科、心療内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、
内視鏡外科、精神科、小児科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、
泌尿器科
（人工透析）、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ
ビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科
■ 病床数：一般…421床、結核…12床、感染…４床、
地域包括ケア…34床
■ 年間入院患者実数：8,045名
■ 年間新外来患者数：25,545名
■ 1日平均外来患者数：688名
■ 年間救急車搬入患者数：3,248名
■ 平均在院日数：9.2日
臨床研修病院の理念と基本方針

【URL】https://www.shirakawa-kosei.jp/kenshu/

●電車をご利用の場合
JR東北新幹線新白河駅から
タクシーで約10分
JR東北本線白河駅からタク
シーで約５分
●お車でお越しの場合
東北自動車道 白河中央IC
（ETC専用）から約１分
白河ICから約10分
矢吹ICから約15分

研修医コメント
白河厚生総合病院は、福島県南部〜
栃木県北部をカバーする二次救急病院
です。当院での２年間の研修を通して、
common diseaseを中心に幅広い疾患
に対応する力がつくと思います。特に救
急科ローテートにおいては、基本的には
研修医がファーストタッチを行います。
最終的には指導医と話し合って方針を決
めますが、研修医が主体的に考えるタイミングが十分に設け
られています。ローテートが終わる頃には、ある程度１人で
救急車対応ができるくらいまでレベルアップしていることと
思います。また手技に関しては、研修医が習得すべきCV留
置や気管挿管、動脈ライン確保など、指導医の手厚い指導の
もと実践する機会が多くあります。研修医の人数は６名なの
で、症例や手技の取り合いになることはまずありません。お
互いに切磋琢磨しながら、充実した日々を送っています。
生活の面では、研修医宿舎は病院から徒歩30秒の距離にあ
るため、通勤が非常に楽です。昼食は８階の職員食堂でとっ
ています。厚生連の病院ということもあってか、ご飯はかな
り美味しいと思います。
最後に当院での研修の良い点は、研修医の休みがしっかり
と確保されていることです。日々の研修で学んだことを自分
の中でフィードバックするもよし、仕事から離れてリフレッ
シュするもよし。そういった時間が十分担保されていること
は、ここでの研修の強みだと思います。
少しでも気になった方、ぜひとも気軽に見学に来てくださ
い！楽しみにお待ちしております。

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

内科系
４月

５月

６月

７月

地域
医療

精神科

小児科

産婦人科

＜協力病院・施設

10月

11月

12月

外科・呼吸器外科
８月

９月

福島県立医科大学附属病院、福島県立矢吹病院

10月

11月

１月

２月

麻酔科
12月

１月

３月

救急
２月

３月

選択
（地域保健１週間を含む）
他16件＞

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本額 408,600円（年額約6,300,000円）／月
２年次…基本額 433,600円（年額約7,200,000円）／月
時間外手当：有、休日手当：有、研修費：年間24万円
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00
■ 休暇
有給休暇…１年次年10日 ２年次年12日
その他…夏期休暇、年末年始休暇、結婚休暇、服喪休暇 他
■ 宿日直 約４回／月
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険協会、厚生年金保険、労災保険、雇用保険
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎有、住宅手当有
■ 女性医師支援取組 産休育休制度有、子の看護休暇有、院内保育園有（敷地内）

手技レクチャー会

採血OSCE

募集要項

募集定員：６名

■必要書類：研修申込書、履歴書
（所定用紙あり）
、成績証明書
■選考方法：書類選考、面接
■募集期間：令和３年７月１日より
（面接日程はホームページ参照）

資 料
請求先

産婦人科研修での一コマ

〒961-0005 白河市豊地上弥次郎２番地１
臨床研修センター
（髙橋 理恵）

TEL0248-22-2211 FAX0248-22-2218
E-mail：kenshu1@shirakawa-kosei.jp

院長と研修医
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一般財団法人

竹田綜合病院

【URL】http://www.takeda.or.jp/

開設者：一般財団法人竹田健康財団 理事長 竹田 秀
病院長：本田 雅人
所在地：福島県会津若松市山鹿町３番27号

研修プログラムの特徴
☆広範な研修目標に対応した研修スケジュール
小児科、産婦人科、精神科も充実。
『経験すべき症例・病態・
疾患』のほとんどを当院において経験できるよう配慮した研
修スケジュールになっている。
☆希望に応じ広範な選択科での研修が可能
選択科は標榜診療科、全科対応可能
☆病棟、救急室などの医療現場での実践的な指導
救急室研修…休診日の日勤帯
（８：30～16：30）及び準夜帯
（16：30～24:00）
☆勉強会の充実
・研修医勉強会／週２回…研修医による症例提示、各科科長

■ 医師数：常勤…126名、非常勤…２名、指導医数…66名
■ 診療科名：内 科、リウマチ科、循環器内科、消化器内科、
脳神経内科、呼吸器内科、呼吸器外科、小児科、
外科、肛門外科、小児外科、整形外科、形成外科、
脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、リ
ハビリテーション科、精神科、放射線科、放射
線治療科、麻酔科、緩和医療科、歯科、内視鏡
外科、病理診断科
■ 病床数：一般…693床、精神…144床
■ 年間入院患者実数：14,295名
■ 年間新外来患者数：35,131名
■ 1日平均外来患者数：1,165名
■ 年間救急車搬入患者数：6,927名
■ 平均在院日数：一般…14.7日 精神…103.8日

研修スケジュール
１年次
アクセス

臨床研修病院の理念と基本方針

病院長メッセージ
当院は、会津地方における地域医療の
中核病院として発展してきました。当院
の診療圏（会津地方）の人口は約26万人、
面積は福島県の約４割に当たります。患
者さんは、遠くは80km以上の遠方から
も来院されます。会津地方は山間部が多
く、過疎化が進み超高齢化現象が深刻で
す。救急室には年間約48,000人の受診
があり、救急車受入も約7,000件以上に及びます。研修医の
皆さんは救急室で多くの患者さん・疾患に出会うことになり
ます。指導医と共に診断し治療を考え実践していくという経
験は、将来の大きな財産となることは言うまでもありません。
多くの実践はさらなる実力の向上に結びつくことでしょう。
当院で働く医師たちは、この規模にして診療科の垣根もなく
共に患者さんのために日々診療にあたっております。その出
身大学たるや30大学に及びます。小生も当院で研修医時代を
過ごしましたが、この時に得た経験が現在の医師としての源
流と確信しております。いかに良い環境と経験に出会えたか
が、
医師としてのスタートを左右します。また、会津は歴史と、
四季折々の美しい自然に囲まれた人情味あふれる地域です。
医師の卒後臨床研修制度が始まり、今日まで多くの研修医
の先生が当院で研修をされました。私たちは、これまでと同
様にまたそれ以上に、引き続き若い人たちを育てる組織であ
りたいと願っております。私たちと共に、良い研修をして良
い医師としての礎を築きましょう。
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【経営理念】
信頼されるヘルスケアサービスを提供し地域に貢献する
職員が成長し喜びを感じられる組織風土を造る
【病院の使命】
質
 の高い保健・医療・福祉の機能を提供し地域の方の
健康に関する問題解決を支援する
【基本方針】
あたたかい心とたしかな医療

及びコメディカルからのレクチャー
・医局会／週１回
・外部講師による講義／月１回
☆地域医療は研修協力施設にて研修
（芦ノ牧温泉病院、喜多方市地域家庭医療センター、福島県
立宮下病院、福島県立南会津病院、只見町国民健康保険朝日
診療所）
☆希望により協力病院・協力施設での研修も可能
（協力病院：福島県立医科大学附属病院、福島県立医科大学
会津医療センター附属病院、会津中央病院、山鹿クリニック、
エミネンス芦ノ牧）

●交通案内
・JR磐越西線会津若松駅か
らバスまたはタクシーで
約10分
・磐越自動車道会津若松IC
から車で約20分
・高速バス 「合同庁舎前」
下車、徒歩約５分

研修医コメント
１・２年目の大事な時期に幅広い分野のcommon disease
を充分に経験することができ、CV挿入、内視鏡など手技、
手術執刀の機会も豊富にあります。会津地域唯一の小児科入
院施設やNICU、精神科急性期治療病棟・療養病棟を持つこ
ころの医療センターがあるため、産婦人科小児科領域、精神
科領域を含めた幅広い研修を行うことができます。救急当直
は16時30分〜０時までですが、約70人の受診数があり、救
急車のファーストタッチや外来診療も含めて自分で考えて検
査・診断・治療・紹介と進めていくため大変力になり、小児
救急の対応も身につきます。０時以降は自宅に帰って休むこ
とができるので翌日への影響は少ないですし、ある程度病院
に慣れた１年目の９月から開始する点、重症・緊急例や判断

２年次

４月

５月

６月

５月

６月

７月

小

産婦

精神

地域

医局旅行や研修医旅行、職員全体の大運動会まであり、診
ちろん、看護師・コメディカルの皆さんとの関わりも多く、
病院全体に研修医を育てようという雰囲気があり、質問する
と熱心に教えてくれる方々ばかりです。チーム医療の一員で
あること、日々の着実な成長を実感しながら研修ができる、
魅力に溢れた病院です。

10月
内③

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

救急

麻

外①

外②

外③

11月

12月

１月

２月

３月

自由選択
他

県内７件＞

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 502,050円／月
２年次…基本給 530,400円／月
時間外手当：実績に応じて支給
休日日直手当︰25,000円
準夜手当：25,000円
■ 基本的な勤務時間 ８：20～17：00
■ 休暇
有給休暇…１年目15日、２年目16日（４月に付与）
その他…年末年始休暇、特別休暇（慶弔）ほか
■ 宿日直 ４回／月 （１年次は９月から開始）
（準夜…16：30～24：00、休診日の日直…８：30～16：30）
■ 社会保険／労働保険
健康保険、厚生年金、労働災害保険、雇用保険
■ 健康診断 年２回
■ 医師賠償責任保険 病院として加入しているが、個人でも加入が望ましい
■ 宿舎／住居手当 当院借り上げ住宅…有 住居手当…月35,000円支給
■ 女性医師支援取組 24時間育児サポート体制完備（院内託児所有）

募集要項

募集定員：12名

上級医からのレクチャーを行っています。図書室の蔵書が多

療科や職種の垣根を越えて仲が良く賑やかです。上級医はも

９月

＜協力病院・施設／福島県立医科大学附属病院、福島県立医科大学会津医療センター附属病院、会津中央病院

きる点も安心です。勉強会は週に２回、研修医の症例発表や

セスでき文献検索にも困りません。

８月
内②

４月

に困るときは常に隣のブースで診療している上級医に相談で

く、UpToDate、DynaMed、Clinical keyにもすぐにアク

７月

内①

オリ

中心静脈穿刺

気管挿管レクチャー

■必要書類：初期研修申込書、履歴書、卒業見込証明書、健康診断書
（大学
発行の診断書で可）
■選考方法：適性検査、面接
■募集期間：2021年７月上旬～８月中旬の予定
（詳細はホームページ参照）
〒965-8585

資 料
請求先

会津若松市山鹿町３番27号
臨床研修管理室
（武田・吉田）

TEL0242-29-9820 FAX0242-29-9897
E-mail：r-kensyu@takeda.or.jp

研修医集合写真
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公立大学法人

福島県立医科大学会津医療センター附属病院

開設者：公立大学法人福島県立医科大学
病院長：大田 雅嗣
所在地：会津若松市河東町谷沢字前田21番地２

研修プログラムの特徴
①一人の患者様に対して、外来診療から入院・検査・治療、退
院後のフォローまで一貫した研修を行う。
②医師としての態度・知識はもちろんのこと、基本的な診察法・
手技の習得にも重点を置く。
③各診療科の垣根を取り除いた研修が可能で、プライマリ・ケ
アに重点を置いた外来研修も行う。また研修開始の１ヶ月間
オリエンテーションを行い、チーム医療としての院内多職種
の業務体験および緊急検体検査・生理機能検査、グラム染色
や単純Ｘ線撮影の手技の習得も行う。

■ 医師数：常勤…59名、非常勤…７名、指導医数…39名
■ 診療科名：総合内科、漢方内科、循環器内科、血液内科、
消化器内科、糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科、感染症・呼
吸器内科、脳神経内科、心身医療科、外科、呼吸器外科、
小腸・大腸内科、大腸肛門外科、整形外科・脊椎外科、眼科、
皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、病理
診断科、リハビリテーション科、緩和ケア科、心臓血管外科
■ 病床数：一般…204床、結核…14床、感染症…８床
■ 年間入院患者実数：6,345名
■ 年間新外来患者数：8,044名
■ 1日平均外来患者数：562名
■ 年間救急車搬入患者数：641名
■ 平均在院日数：12.0日

１年次

至米沢

喜多方駅
喜多方桐桜高

121

会津坂下町役場

49

塩川小

湯川北
I.C.

駅
島
堂

堂島郵便局

米沢街道

塩川
I.C.
会津縦貫
北道路

121

駅
川
塩

湯川村役場

河東学園小

至新潟
磐越自動車道

磐越西線

湯川南
I.C.

会津医療
センター
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至新潟

西線
磐越

福島県立医科大学会津医療センター附
属病院は診療・教育・研究機能を備えた
施設として2013年５月に開設されまし
た。近隣にある竹田綜合病院、会津中央
病院との機能分担を図りながら、会津地
域で完結できる高度な医療の提供に貢献
してきました。
総合診療的視点から全人的診療を目指
す総合内科、漢方医学を系統的に学べ
る漢方医学センターなど特色のある診療科を設置し、高齢化
社会がかかえる多くの問題の中で、地域医療のあり方を考え
つつ、へき地の病院や診療所を積極的に支援しています。一
方で、血液疾患治療センター、脊椎・脊髄先進医療センター、
最先端内視鏡診断・治療センターなどの専門領域に特化した
医療も提供しています。また難治性腫瘍性疾患、慢性疾患な
どに対する療養環境を提供するため緩和ケアセンターが設置
されており、全人的な治療を提供しています。
研修医教育ではマンツーマン方式による熱意あふれる指導
を行っており、後期研修医（専攻医）の指導のもと「屋根瓦方
式」の教育も可能な体制になっています。当院を含めた会津
医療圏における研修の質を高めるため、３つの基幹型臨床研
修病院の間で
「会津日新館プログラム」という相互乗り入れ研
修も実施しています。県内外の研修指定病院や自治医科大学
などと連携し、外部講師によるセミナーにも積極的に参加し
てもらい、研修医から高い評価を得ています。また新専門医
制度のもと、内科領域において専門研修を行う基幹施設と
なっています。さらに我が国初めての鍼灸研修制度を有して
おり、鍼灸師の卒後教育として現代医学も踏まえた高い臨床
能力を有する鍼灸師の育成を行っています。
美しい会津の自然と会津の人々とのあたたかなふれあいの
中で、スタッフ一同、意欲と情熱にあふれる研修医をお待ち
しております。

アクセス

至新潟

病院長メッセージ

④指導体制はマンツーマンを基本とする。臨床研修委員会の下
部組織に臨床研修運営部会を置き、研修を支援する。研修医
の希望に沿った研修を行うため、研修の最初に選択科とその
期間を各研修医と協議のうえ決定する。
⑤自治医科大学附属病院及び福島県立医科大学附属病院での臨
床研修では、当院で経験することが困難でかつ経験が望まし
い専門領域を選択して研修できる。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針
【理念】
高度な先進医療の研究・開発に取り組み、人間性豊
かな優れた医療人の育成に努め、患者さんに安全で質の
高い医療を提供し、新しい地域医療の創造に貢献します。
【基本方針】
私たちは、基本理念を実現するために、次のこ
とを目指します。
１ 命と人権とプライバシーを尊び、高い倫理観のもと、
患者さん中心の心温まる医療を提供します。
２ 患者さん一人ひとりのニーズにこたえ、安心できる最
高水準の医療、先進医療を提供します。
３ 人々の命と未来を支える誠実かつ優秀な医療人を育
成します。
４ 地域の医療・研究・産業の力を統合し、新しい医学・
医療を創造します。
５ 日々進歩する医学・医療について、県内、全国、そし
て世界へ情報を発信します。

【URL】https://www.fmu.ac.jp/amc/

●交通案内
・JR磐越西線
会津若松駅から車で約10分
堂島駅から徒歩約10分
・バス（会津バス）
JR会津若松駅からバス約
13分
会津医療センター下車
・磐越自動車道会津若松IC
から車で約５分

会津大学
会津若松
I.C.

至郡山

研修医コメント
当院の初期研修の最大の特徴は、研修
医一人ひとりに目が行き届いた教育だと
思います。
大学の附属病院でありながら中規模病
院であり、指導医との距離が近く、各科
ローテーション中も、その後も、指導医
に疾患や治療プロセスを学ぶことができ
ます。研修医が勉強してきた基本的な知
識やガイドラインなどの情報だけでは、実践での診療に追い
つくことができません。指導医の先生方が患者さんの社会的
状況を踏まえて多様な治療を選択していることに驚く日々で
す。特に会津地域では医療機関への距離的なハードルが高い
方がいらっしゃるため、昨年から宮下病院との連携により訪問
診療も開始され、ぐっと診療の幅が広がったと感じています。
また、当直業務では、日中業務よりも研修医が主体となっ
て診療に携わります。その際に「カルテの添削」といって指導
医からのフィードバックを受けることができ、大変勉強にな
ると共にモチベーションも上がります。その他にも内科・外
科ともに研修医が症例や症候について発表する機会が院内だ
けでなく多くあります。私も、今年の２月に内科学会地方会
で症例報告を行いました。
初期研修の二年間は医師人生の第一歩であり、おそらく皆
さんの想像以上に不安の大きい時期になると思います。しか
し、当院の手厚い教育体制のもと、基本に忠実に勉強する日々
はとても楽しく充実しています。また、同じ悩みや達成感を
わかちあえる同期の研修医もいます。
当院の研修について、少しでも気になった方はぜひご連絡
ください。

２年次

４月

５月

６月

７月

オリエン
テーション
４月

８月

９月

10月

11月

内科総合
５月

外科系

６月

７月

８月

12月

１月

麻酔科
９月

10月

地域医療 小児科 産婦人科 精神科

11月

12月

２月

救急
１月

３月

外科系
２月

３月

選択科

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 450,000円／月（会津での勤務地手当150,000円を含む）
２年次…基本給 450,000円／月
時間外手当：有
休日手当：有
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15（週６日以内、週38時間45分）
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…夏季休暇、産前産後休暇など
■ 宿日直 ４回／月
■ 社会保険／労働保険
公立学校共済組合、公立公務員災害補償、雇用保険
■ 健康診断 一般１回／年、特別２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎無、住居手当支給
■ 女性医師支援取組 託児所有（７：15～17：30、20：00まで延長保育可能）

指導医と研修医・鍼灸研修生

指導医のもと内視鏡中

募集要項

募集定員：５名

■必要書類：選考試験申込書、履歴書、卒業
（見込）
証明書、成績証明書
■選考方法：書類選考、小論文、面接
■募集期間：令和３年７月上旬～８月中旬

資 料
請求先

CVCセミナー

〒969-3492 会津若松市河東町谷沢字前田21番地２
経営企画室
（山川 幸史）

TEL0242-75-2242 FAX0242-75-2150
E-mail：a-kenkyo@fmu.ac.jp

研修医室勉強会
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一般財団法人 温知会

会津中央病院

【URL】http://www.onchikai.jp

開設者：一般財団法人温知会 理事長 南 嘉輝
病院長：武市 和之
所在地：会津若松市鶴賀町１番１号

研修プログラムの特徴
●各診療科の枠を越えた医療
日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよ
う、プライマリ・ケアの基本的な診療能力
（態度、技能、知識）
を身につけ、各診療科の枠を越えた救急医療・総合診療・集
学的治療を実践するための基本を学ぶことができます。
●一貫した医療体系
第３救急医療・急性期医療と長期療養型及び地域保健施設を併
設する医療機関であり、一貫した医療体系を経験することがで
きます。さらに総合的ながん診療と緩和医療を経験できます。
●マンツーマンでの指導体制
募集定員が５名の為、各診療科共にマンツーマンでの指導体

■ 医師数：常 勤…71名（歯科含む）、非常勤…18.9名（常勤
換算）、指導医数…44名
■ 診療科名：内科、呼吸器科、呼吸器外科、消化器科、消化
器外科、救急科、循環器科、小児科、小児外科、外科、眼科、
整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、心臓血管外科、
耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、放射線科、泌尿器科、リハ
ビリテーション科、精神科、神経科、歯科、歯科口腔外科、
美容外科、内視鏡内科、病理診断科、神経内科
■ 病床数：一般…713床
■ 年間入院患者実数：8,200名
■ 年間新外来患者数：10,809名
■ 1日平均外来患者数：643名
■ 年間救急車搬入患者数：3,614名
■ 平均在院日数：18日

研修スケジュール
１年次

臨床研修病院の理念と基本方針
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會津藩校日新館
磐梯河東
I.C.

会津村
磐越自動車道

会津若松
I.C.

会津大学
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49
ホンダカーズ

●交通案内
・JR磐越西線会津若松駅か
ら 約 ５ ㎞、 車 で 約10分、
バスで約15分
・磐越自動車道磐梯河東IC
から約６㎞、車で約10分

２年次

白虎通

り

只見線

研修医コメント
会津中央病院の特徴は、研修医の定員
が５人と少人数体制であること、１つの
科を２人以上の研修医が回ることは少な
いため、指導医の先生方からマンツーマ
ンで指導を受けられること、さらには経
験できる症例および手技の数が圧倒的に
多いことです。採血やライン確保に始ま
り、挿管、CV挿入、縫合など、基本的
な手技は必ず身につきます。循環器科でのSGカテーテル挿
入やペースメーカー留置／交換、消化器科での上部消化管内
視鏡検査など、やる気さえあれば１歩先に進んだ経験をたく
さん積むことができます。指導医の先生方をはじめ、病院の
医療スタッフ全員が経験の乏しい私たち研修医に対し優しく
指導してくださり、成長する上で相応しい環境であると思い
ます。また、当院は福島県立医科大学のみならず様々な大学
の医局から先生方および研修医が集まっており、違った雰囲
気を感じながら視野を広げることができます。
当院は会津地域唯一の３次救命救急センターを有してお
り、軽症な症例から重症な症例まで診ることができます。ド
クターカーで現場に向かうことも多く、車内での初期診療に
参加することも他院では経験することのできない貴重な研修
になります。さらに機会があれば、ドクターカー内でライン
確保や挿管など、様々な手技を任せていただけることもあり
ます。また、ICU/HCUも備えており、PCPSやCHDFなどの
管理をはじめとした集中治療も学ぶこともできます。
まずは、ぜひ病院見学にいらしてください！研修医一同お
持ちしております！

５月

６月

７月

８月

９月

10月

内科
４月

５月
麻酔

６月

11月

12月

１月

救急
７月

８月

９月

10月

産婦人科 精神科

11月

２月
外科

12月

１月

３月
地域医療

２月

３月

選択診療科

福島県立医科大学附属病院、福島県立医科大学会津医療センター附属病院、竹田綜合病院、他

県内11件＞

研修医の処遇

柏屋
会津若松
警察署

４月

＜協力病院・施設

会津中央病院

会津若松
ワシントンホテル

飯盛山通り

会津中央病院は、急性期病院として、
救命救急センター（第三次）、地域災害医
療センターの指定や各種学会の認定施設
として登録を受けた病院です。また、介
護老人保健施設、特別養護老人ホーム等
の医療・福祉関連施設を有しており、慢
性期医療も充実しています。さらには、
訪問看護ステーション、ホームケアサー
ビスなど在宅医療までを幅広くカバーできる体制を整えてお
り、会津地域特有の医療現場にて研修できるのが特徴です。
当院では医師や看護師、薬剤師などの専門職種がお互いの
知識や技術を尊重し合い、チーム医療を大切にしています。
全職員の教育に力を入れると共に、地域の中核病院・高度専
門医療機関として、地域社会の医療福祉の向上に貢献するこ
とを目指しています。また、女性職員も安心して業務に携わ
ることができるよう、24時間体制の保育園を完備するなど職
場環境の整備にも積極的に努めています。
研修期間には、医師として視野を広げる目的で海外研修を
おこなっています。また、地域住民との交流のため積極的に
地域イベントへの参加や、周りの医師やスタッフとの円滑な
コミュニケーションを図りながら会津の自然を直に感じても
らうことを目的として、山岳研修なども行っています。会津
は、自然の恵みをうけ育まれる作物や地酒など、食の面にお
いても自慢の地域です。ぜひとも当院で会津の歴史や文化、
風土に触れながら有意義で実りある研修を過ごしてもらえれ
ばと思います。
より良い環境の中で「実践」を通して、知識や技術を習得し
てもらうことを第一に考え、そのためのバックアップ体制を
万全に整えてお待ちしております。

磐越西線

千石通り

病院長メッセージ

アクセス

会津若
松駅

【理念】
会津地域を医療圏とする救命救急センター
（第三次）
を有
する基幹病院として、その機能を充分に果たし、地域社
会のニーズに応えるため、設備の充実及び環境整備を図
り、地域に根ざしたトータル的な病院を目指します。
【基本方針】
☆地域の基幹病院として、地域社会の医療福祉の向上と
健康維持に貢献することを目指し、法令を遵守し安全
な医療に努めると共に、全国にも目を向けた高度な医
療を展開し、患者及び利用者一人一人の要求に対応で
きる医療を提供します。
☆高度な医療技術・医療設備を駆使し、確実なプロセス
に基づいた安全で良質な医療と、より良い療養環境を
整え、患者及び利用者の早期回復ができるように全職
員で医療サービスの提供をします。また、救命救急セ
ンター
（第三次）
を有する病院として、24時間体制で
救急医療をおこないます。

制が充実。豊富な症例、多数の手技を経験出来ます。
●メンター制度の導入
メンター
（相談員）
により、２年間の研修をアシスト致します。
●柔軟な研修プログラム
研修プログラムは研修医の希望に出来るだけそえるよう、柔
軟に対応いたします。また、２年次の８ヶ月間は自分の進路
に合わせ、自由に選択することが可能です。
●講習会・学会等への参加
BSL、ACLS講習会などに積極的に参加しており、CPCにも
力を注いでおります。学会等の参加も行っており、規定によ
り旅費・参加費等も支給されます。

■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…500,000円／月
２年次…550,000円／月
時間外手当…有
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：00
■ 休暇
有給休暇…有 （１年次10日、２年次11日）
その他…日曜、祝日、第１・３土曜日、年末年始休暇、特別休暇（慶弔）
■ 宿日直 ４回／月
■ 社会保険／労働保険
会津中央健康保険組合、厚生年金、年金基金、労働者災害補償、雇用保険
■ 健康診断 年２回
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎有
■ 女性医師支援取組 附属保育園（通常保育７：00～18：00、延長保育、夜間保育、
病児保育、一時保育）

研修風景
（勉強会）

病院長と研修医

募集要項

募集定員：５名

■必要書類：（１）履歴書（２）卒業見込証明書（３）健康診断書（４）成績証明書
■選考方法：（１）
面接試験（２）
書類審査
■募集期間：定員に達するまで
（詳しくはお問い合わせ下さい）

資 料
請求先

独自のラピッドレスポンスヘリを所有

〒965-8611 福島県会津若松市鶴賀町１番１号
総務部 総務課
（佐藤 智和／福西 勝）

TEL0242-25-1515 FAX0242-24-1529

E-mail：satohtomokazu@onchikai.jp fukunishi@onchikai.jp

海外研修
（シンガポールへ）
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いわき市医療センター
開設者：いわき市長 清水 敏男
病院長：相澤 利武
所在地：いわき市内郷御厩町久世原16番地

研修プログラムの特徴
●２年後には当直に対する不安がなくなります

１年次
アクセス
●交通案内
・JR常磐線いわき駅バス停
「３番のりば」から乗車し、
「医療センター」
バス停下車
・JR常磐線内郷駅から国道
６号沿い「内郷駅入口」バ
ス停からいわき駅方面行
きバスに乗車し、
「医療セ
ンター」バス停下車
・JRいわき駅からタクシー
15分、JR内郷駅からタク
シー５分

【理念】
「慈心妙手」私たちは、市民の健康と生命を守るため、安
全で安心な医療を提供し、地域から信頼され、進歩し続
ける病院を目指します。
【基本方針】
１．浜通り地区の中核病院としての役割を担います。
２．地域と連携し、高度医療、先進医療、救急医療の充実に努めます。
３．明日を担う医療従事者を育成します。
４．患者さんと職員との信頼関係を築くことに努めます。
「チーム医療」
を実践します。
５．安全で安心な医療を提供するため
６．自治体病院として良質な医療の提供と健全経営に努めます。

いわき市は、福島県の南東端に位
置し、かつては日本で一番大きな市
でした。気候は温和で滅多に雪は降
らず、
「スパリゾートハワイアンズ」
があることでも知られています。
いわき市医療センターは、市民の
皆様に最新の標準的な医療を提供し、
安心して治療を受けて頂けるように
2018年12月に開院した新しい病院です。
建物は地上13階建てで、屋上ヘリポートや緩和ケア
病棟を新設し、ハイブリッド手術室や化学療法室を充実
しました。医療機器もOアームイメージングシステムを
はじめとした最先端の高性能な設備を導入しました。ま
た患者サポートセンターを開設し患者さんを支える環境
づくりを心がけております。診療は、救命救急センター
を核とした３次救急医療をはじめ、地域がん診療拠点病
院、地域周産期母子医療センター、地域医療支援病院な
どの役割を果たし、福島県浜通り地区と北茨城地区の高
度・急性期医療を担うほか、地元の医療機関と連携し、
地域完結型医療を目指しております。
初期研修は、実際に診療に触れる実体験研修を基本に、
多くの患者を元に、研修する利点を十分に生かせる内容
となっております。研修医には専用の部屋を設け、先輩
研修医や同学年の研修医相互の交流を確保しておりま
す。また研修医が中心となり
「臨床病理検討会
（CPC）
」と
「急患室症例検討会」
が自主的に運営されています。
経験豊富な指導医と、恵まれた自然環境の元で医師と
しての第一歩を踏み出してみませんか！

当センターは地域完結型の医療を目指し、各診療科がプライマ
リ・ケアから高度先進医療まで幅広い診療を実践しており、自分
が進みたい専門領域のスタートとしても充実した研修ができます。

●充実のオフ・ザ・ジョブ・トレーニング

各診療科救急疾患への対応を中心とした勉強会（週１回）、
国際化に向けた英会話研修
（週１回）、臨床推論に主眼を置い
た総合診療カンファレンス
（３ヶ月毎）など、学びをサポート
します。

研修スケジュール

臨床研修病院の理念と基本方針

病院長メッセージ

●地域完結型医療の経験＝専門医への第一歩

当センターで臨床研修が修了した時に、全ての救急患者さ
んの初療に自信をもって対応できる医師になれるよう、私た
ち指導医は全力でサポートし、指導し、そして応援します。
１・２次救急では、主体的な診療の場を提供し決断力を養
い、３次救急では、高度究明医療へ参加することで診療の幅
を広げます。また、内科・外科・小児科・総合診療科の外来
研修も必修とし、決断力を鍛えます。

■ 医師数：常勤…135名、指導医数…64名
■ 診療科名：内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病・内
分泌科、呼吸器内科、脳神経内科、心療内科、緩和ケア内科、外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成
外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、
麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、腎臓・膠原病科、未熟児・新生
児科、疼痛外来【専門高度診療センター】地域周産期母子医療センター、
低侵襲心臓血管治療センター、心血管カテーテル治療センター、人工
関節センター、炎症性腸疾患センター、がん集学的治療センター
■ 病床数：一般…679床、結核…15床、感染…６床
■ 年間入院患者実数：23,604名
■ 年間新外来患者数：23,556名
■ 1日平均外来患者数：879名
■ 年間救急車搬入患者数：3,544名
■ 平均在院日数：12.2日
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【URL】http://iwaki-city-medical-center.jp/

研修医コメント
いわき市医療センターは、福島県最大
の人口を持つ
「いわき市」
を中心とした浜
通り地区と、北茨城地区の広い医療機関
を守る医療機関です。
当センターでの研修が１年経過し素晴
らしい指導体制と数多くの経験から大き
く成長できたと実感しております。
当センターでの研修の特徴として、以
下のことが挙げられます。
①研修医主体の１・２次救急
１年目の６月から当直に入るようになり、２年目の先輩
とペアを組んで診療に当たります。基本的にはwalk inで来
た患者さんの初期対応を全て研修医が行うことになります。
Walk inながらもcommon diseaseから重症症例まで幅広く
経験でき、困った症例は内科・外科・小児科当直の先生方に
いつでも相談できる体制が整っており、安心して手を動かせ
る環境が整っています。更に年に３回「急患室症例検討会」と
いって自分が当直で対応した興味深い・困った症例等を発表
する場が設けられています。各科より多くの上級医の先生に
参加頂き、改善点等を助言して頂けます。
②自分の病院で最後まで治療をする３次救急
当センターは、50万人以上の医療圏の最後の砦です。救急
搬送された症例、１・２次救急で対応した症例、紹介加療と
なった症例が当センターで完結し、最後まで治療経過を追う
ことができます。
③最新の設備と綺麗な病院
当センターは、2018年12月末に新病院になりました。働
くなら綺麗な病院、最新の設備が良くはありませんか？
２年間で成長を実感できる研修プログラムです。ぜひ一緒
に働きましょう。

２年次

４月

５月

６月

７月

８月

９月

内科
４月

５月

総合
診療

地域
医療

６月

10月

11月

12月

救急科
７月

８月

９月

10月

２月

外科系
11月

小児科・産婦人科

※上記は一例であり、１年次でも選択科目の研修が可能。
＜協力病院・施設／福島県立医科大学附属病院、かしま病院、常磐病院、新田目病院

１月

12月

１月

３月

精神
２月

３月

選択科目
他

県内13件＞

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…6,211,000円／年
２年次…7,323,000円／年
当直手当…１年生：10,500円／回 ２年生：31,000円／回
時間外手当：有、休日手当：無
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15
■ 休暇
有給休暇…１年次：15日、２年次：20日
その他…夏季休暇、年末年始休暇、産前産後休暇、育児休暇 他
■ 宿日直 ４～６回／月
■ 社会保険／労働保険
市町村職員共済組合、厚生年金、国家地方公務員災害補償法の適用：有
■ 健康診断 年２回
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 宿舎：有（家賃5,000円）
■ 女性医師支援取組 院内保育所（夜間保育、病児・病後児保育も可）、産前産後休暇、
育児休暇

PICCハンズオンセミナー

英会話研修

募集要項

募集定員：12名

■必要書類：初期臨床研修申込書、履歴書、卒業
（見込）
証明書
■選考方法：筆記試験、面接
■募集期間：令和３年７月上旬～８月下旬

資 料
請求先

いわき踊り

〒973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16番地
診療局
（臨床研修センター）
（栁内）

TEL0246-26-2071 FAX0246-27-2148
E-mail：kensyu@iwaki-city-medical-center.jp

集合写真
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独立行政法人 労働者健康安全機構

福島労災病院

【URL】http://www.fukushimah.johas.go.jp/

開設者：独立行政法人 労働者健康安全機構
病院長：齋藤 清
所在地：いわき市内郷綴町沼尻３番地

研修プログラムの特徴
≪労災病院ならではの３つの特徴≫

☆少数の研修医だからできる手厚い指導！
・医師を含めた病院スタッフと顔の見えるチーム医療を実践
・診断から治療までマンツーマン方式の指導
☆総合的な診断能力・基本技術の育成！
・CVラインや気管内挿管などの基本手技を数多く学べる
・いわき地域で第２の救急施設であり、多数の一次・二次救
急患者の経験が可能
・消化器病センターを有し、消化管内視鏡件数・外科手術件

■ 医師数：常勤…42名、指導医数…16名
（総合内科、腫瘍内科、腎臓内科、糖尿病・
■ 診療科名：内科
内分泌内科）、心療内科、神経科、呼吸器科、消
化器科、循環器科、リウマチ・膠原病内科、外
科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
ン科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、
麻酔科、歯科
■ 病床数：一般…399床
■ 年間入院患者実数：4,160名
■ 年間新外来患者数：16,979名
■ 1日平均外来患者数：558.2名
■ 年間救急車搬入患者数：1,885名
■ 平均在院日数：16.1日

研修スケジュール
１年次
アクセス

臨床研修病院の理念と基本方針

バス停
労災病院入口

福島
労災病院
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6

6

鹿島街道

いわき駅

内郷平線
（バイパス）
至小名浜

至仙台

●交通案内
・JR常磐線いわき駅からバ
ス（労災病院入口下車）が
便利です。勿来行・宮行・
上遠野行・ハワイアンズ
行・綴廻り立野行にお乗
りください。内郷駅から
バスにて平方面行（労災病
院入口下車）。
・お車は国道６号または内
郷平線（バイパス）をご利
用ください。

指導医コメント
当院は、いわき地区の二次救急と地域

当院の指導医は、内科系、外科系とも

医療を担う中核病院です。そのため、当

各分野の専門医が多数揃っており、様々
な症例に対応することができます。指導

院が歴史的に地域で果たしてきた先進医

医は皆熱心で、
少数の研修医だからこそ、

療に関して、さらにレベルアップを図る

マンツーマンのきめ細やかな指導と進路

とともに、地域のプライマリ・ケアを担

相談を含めた人生相談まで行うことがで

当する医療機関との連携に重点を置き、
当院で不足している先進医療の実践は、福島県立医大附属病
院などの医療機関との連携が重要と考えています。
当院の研修では、プライマリ・ケア能力、一次・二次救急能
力、トリアージと必要に応じた、専門領域指導医へのコンサル
テーション能力の獲得という、初期臨床研修の目的を達成する
ことができる環境が整っています。また来年度は、generalist
を目指す研修医にもspecialistを目指す研修医にも必要な基盤
となる臨床能力について研修することができるように、病院全
体で研修プログラムの更なる改善を図ります。初期臨床研修
修了後には、福島県立医科大学との連携により、専攻医として
各分野の高度先進医療についても研修を続けていただきます。
当院は、いわゆるカリスマ的な研修病院でも、高度先進病
院でもありませんが、医師と他の医療スタッフが協調したチー
ム医療現場でのアットホームで有意義な研修環境を提供でき
るものと考えますので、初期研修の場として本院を選択して
いただければ幸いです。
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常磐線

内郷駅

常磐線

至湯本

いわき
中央I.C.

磐越東線

至東京

常磐自動車道

いわき市
医療センター

病院長メッセージ

至郡山

至郡山
至東京

内郷
コミュニティ
センター

【理念】
・受ける人が主役の医療の実践
・最善の医療・看護の提供
・働く人の健康管理とリハビリテーションの実施
【基本方針】
・痛み病むかたの目線で公平な医療を行います。
・常に研鑽して高質な医療を安全かつ確実に提供し信頼
される病院づくりに努めます。
・永年にわたる勤労者医療の実績を活かし働くかたの健
康維持と早期社会復帰に取り組みます。

数は県内屈指
☆県内有数のがん診療の経験！
・がん診療連携拠点病院として、がん診療の初期から終末期
まで包括的に関わることができる
・緩和ケア病棟を有し、在宅医療にも関わることができ、臨
床医として家族や社会との関わりを学べる

きます。また、当院はいわき医療圏の第
２の中核病院であり、どの科も紹介患者数が多く、症例が豊
富で、初期研修中に経験すべき症例のほとんどを担当するこ
とができます。ただし、小児科、産婦人科、精神科、救急科
はないため、福島県立医科大学附属病院等の協力病院で研修
を行います。
また、当院は各科の医師間の垣根が低く、気軽にコンサル

２年次

いわきは夏は涼しく、冬は雪がほとんど降らない温暖な地
べ物、お酒も豊富です。格安の宿舎も完備しています。病院
全体で研修医を大歓迎します。いわきで研修してみたいやる
気のある方をお待ちしています。まずは、一度病院見学にい
らしてください。

内科

外科

選択科

４週

12週

24週

産婦人科 小児科 地域医療 精神科 救急部門
（麻酔科含む）

選択科

緩和ケア研修会

手術室

募集要項

募集定員：2名

に話ができます。「お互いの顔が見える」規模の病院だからこ

域です。観光地が多く、海も温泉も近くにあり、おいしい食

４週

12週

■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…基本給 500,000円／月
２年次…基本給 520,000円／月
時間外手当：有、休日手当：有、宿日直手当21,000円／回
■ 基本的な勤務時間 月曜～金曜８：15～17：00 休日：土日祝日
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
（慶弔）
、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇
その他…夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇
■ 宿日直 副当直３回／月
■ 社会保険／労働保険
	労働者健康安全機構健康保険組合、厚生年金保険、確定給付企業年金、
労働災害補償保険、雇用保険
■ 健康診断 ２回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：有 個人：任意（希望があれば病院加入の保険会社を紹介）
■ 宿舎／住居手当 宿舎：有（単身用6,900円／月、世帯用11,592円～29,465円／月）
住居手当：28,000円／月
■ 女性医師支援取組 院内保育所（敷地内：開園時間８：00～18：00）、産前産後休暇
（16週）、生理休暇、育児時間、育児休業、育児短時間、所定外勤
務免除、時間外勤務制限、深夜業制限、子の看護休暇

さらにコメディカルスタッフのチームワークも良く、気さく

制が整っています。

４週

12週

研修医の処遇

テーションができ、困った時にはすぐに助けてもらえます。

そ、チーム医療は充実しており、研修医を支え、教育する体

４週

28週

■必要書類：履歴書、健康診断書、卒業
（見込）
証明書、成績証明書
■選考方法：書類審査、面接
■募集期間：随時

資 料
請求先

消化器病センター

〒973-8403 いわき市内郷綴町沼尻３番地
総務課
（渡邉 良光）

TEL0246-26-1111 FAX0246-26-1322
E-mail：somu@fukushimah.johas.go.jp

東北ブロック労災病院野球大会
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公立相馬総合病院

【URL】http://www.bb.soma.or.jp/~psghjim1/120_rinsyokensyu.htm

開設者：相馬方部衛生組合
病院長：佐藤 雅彦
所在地：福島県相馬市新沼字坪ヶ迫142番地

研修プログラムの特徴
当院は、福島県浜通り北部に位置し、相馬地方の地域医療を
担う中核病院として、昭和45年設立以来地域に根ざした医療を
提供してきました。
したがって、当院は、初期医療から救急医療、住民健診まで
幅広く取扱う地域密着型の病院です。また、近隣には、老人保
健施設等もあり、保健、医療、介護、福祉などの知識を幅広く
習得し、地域の中で医療が担う役割について理解するには最適
な環境にあります。
この研修プログラムは、当院を基幹型臨床研修病院とし、協

■ 医師数：常勤…22名、非常勤…9.75名、指導医数…10名
■ 診療科名：内 科、消化器科、循環器科、呼吸器科、腎臓・
内分泌内科、糖尿病内科、外科、整形外科、泌
尿器科、皮膚科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉
科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、眼科、
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
■ 病床数：一般…198床
■ 年間入院患者実数：3,235名
■ 年間新外来患者数：7,410名
■ 1日平均外来患者数：386名
■ 年間救急車搬入患者数：865名
■ 平均在院日数：13.4日

研修スケジュール
１年次
アクセス

臨床研修病院の理念と基本方針

公立相馬
総合病院

４月

５月

６月
内

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

科

11月

12月

救急部門

７月

８月

９月

10月

精神科 地域医療

11月

12月

１月

２月

３月

外科

小児科

産婦人科

１月

２月

３月

選択科目

＜協力病院・施設／福島県立医科大学附属病院

他

県内13件、県外４件＞

6

法務局

相馬市役所
相馬
I.C

２年次

研修医の処遇

至松川浦

相馬駅

相馬市
総合福祉
センター

●交通案内
・JR常磐線相馬駅からタク
シー約５分、徒歩約10分

ツルハドラッグ
常磐線

至福島
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常磐自動車道

当院は昭和45年以来、
「地域住民が安心し
て生活できること」
を目標に、福島県の相双地
区はもとより宮城県南部地方の中核病院とし
ての役割を担ってまいりました。2011年の東
日本大震災では、甚大な津波の被害を受けた
沿岸部の医療を支え、原発事故による住民の
避難時には医療の最後の砦として熱く活動し
ました。その魂は今も受け継がれています。
福島県の19臨床研修病院の中では小さな病院です。確かに大学病院
等の巨大病院のように全診療科が揃っているわけではありません。す
べての疾患を網羅することはできません。しかしながら地域の住民の
健康を守るという二次救急病院としての使命をしっかり果たしておりま
す。日本における病床数の平均は約200床です。地域における200床
前後の病院はその人口密度との関係より第１次の急性期医療から３次
医療、
そして在宅医療まで担当しています。大都会の大病院においては、
医療の集約化が進み、高度医療が主となりました。ですがそれは医療
のすべてとは言えません。慢性疾患の患者は寛解増悪を繰り返します。
退院後もfollowできる医療環境で研修することは医療を知る上では不
可欠です。研修医時代、日本の医療をすべて見渡すことが可能な当院
での研修こそが、超高齢化少子化社会を迎えた日本の医療を考え、自
分の将来の方向性を考える上で最適と思います。
当院は少数精鋭で、研修医の定員は３名です。各診療科に一人ずつ
配属させ、不公平感のない十分な研修ができるように工夫しておりま
す。診療手技を学ぶにはベストの環境といえるでしょう。また当地域は
医者の数が少なく、研修医も一人前の先生として住民に認知されます。
日本医療の全体像を知りたい人、一般臨床で最低限必要な臨床手技
を早く習得したい人、若い研修医でも
「おらの先生」
として地域に認めて
もらいたい人、ぜひ当院で研修してください。共に地域を支えましょう。

至丸森・白石

病院長メッセージ

至相馬港

至仙台

相馬看護
専門学校

医師としての人格をかん養することができる研修
を目指し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療
の社会的ニーズを認識しつつ、日常の診療において
頻繁にかかわる病気や病態に適切に対応できるよ
う、プライマリ・ケアの基本的な診療能力を効果的
に身につけることができる研修を行います。

力型臨床研修病院に福島県立医科大学附属病院、東北大学病院、
横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター、南相馬市立総合病院、いわき市医療センター、大原綜合
病院の７病院を加え、さらに13か所の臨床研修協力施設の協力
を得て研修を行う体制を採っており、プライマリ・ケアの基本
的な診療能力を多角的、かつ、実践的に習得することができる
ものとなっています。また、各研修医の希望を最大限尊重しプ
ログラムを作成しています。研修医の定員も少人数であるため、
より自由度の高い研修プログラムの作成が可能です。

至南相馬

研修医コメント
公立相馬総合病院は病床数198床と県
内の研修病院で２番目に病床数が少ない
病院です。その分スタッフ間や診療科間
の垣根が低く、病院全体で研修医を気に
かけてくださる環境で研修を行うことで
きます。
また、少人数の医療従事者のうちの１
人として、地域の医療を支えていこうと
いう責任感をもって研修を行うことができます。
１．当直は必ず上級医とともに行います。当直のやり方は自
分の進度に合わせて上級医に相談し決めることができま
す。自分が望めばwalk inの患者さんの初期対応を当直初
日から行うことができます。それでも上級医のバックアッ
プがあるため安心です。また、当直日は自分で選択するこ
とができます。
２．研修科に配属される研修医は原則１人になるよう配慮さ
れています。症例、手技の取り合いになることはありませ
ん。症例数が少ないながらも優先的に手技を経験させてい
ただけるため、十分に自信をつけることができます。
３．選択科目期間は10か月あり、協力病院も活用すれば幅広
い診療科を経験することが可能です。
４．研修医室があるため、研修中の疑問や悩みを研修医同士
で相談し合えます。また、電子カルテが備わっているため、
リラックスしてレポート作成ができます。
病院見学会、説明会に来ていただければ、気になる点はお
答えできますのでぜひお越しください。ぜひ見学に来ていた
だき、小規模であるからこその病院の雰囲気を肌で感じてい
ただければと思います。

■ 常勤・非常勤の別 常勤
■ 研修医手当（税込）
１年次…530,000円／月
２年次…611,000円／月
賞与…年２回
宿日直手当…30,000円／回
■ 基本的な勤務時間 平日８：30～17：15
■ 休暇
有給休暇…１年次15日、２年次20日
その他…夏季特別休暇５日
■ 宿日直 ２～３回／月
■ 社会保険／労働保険
福島県市町村職員共済組合
■ 健康診断 年１回
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 病院にて賃貸住宅借り上げ／上限55,000円まで支給
■ 女性医師支援取組 病院保育所、産前産後休暇、育児休暇等

募集要項

研修風景

新研修医オリエンテーション

募集定員：３名

■必要書類：臨床研修申込書、履歴書、卒業
（見込）
証明書、成績証明書
■選考方法：面接及び書類審査
■募集期間：随時

資 料
請求先

〒976-0011 相馬市新沼字坪ヶ迫142
総務課
（門馬 侑輝）

TEL0244-36-5101 FAX0244-35-5819
E-mail：sghjim11@bb.soma.or.jp

CPC
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病院の
概 要

南相馬市立総合病院

【URL】http://resident-1.com/minami-soma/

開設者：南相馬市長 門馬 和夫
病院長：及川 友好
所在地：南相馬市原町区高見町二丁目54番地の６

研修プログラムの特徴
○地域の基幹病院
相双地区の二次救急医療機関として多様な患者が集まり、プ
ライマリ・ケアを学べます。
○自由度を増した研修プログラム
オリエンテーション、必修科目の内科、救急、地域医療、外科、
小児科、産婦人科、精神科のほか、残りは選択科目としてい
ます。
○協 力病院の「亀田総合病院」
「 福島県立医科大学附属病院」
「福
島赤十字病院」
「公立相馬総合病院」
「諏訪中央病院」
「仙台厚生
病院」等での研修
亀田総合病院で３～４か月間研修できます。

■ 医師数：常勤…27名
（研修医５名含む）
、指導医数…13名
■ 診療科名：内 科、消化器内科、循環器内科、小児科、リウ
マチ科、外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、
放射線科、小児外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、泌尿器科、リハビリテーション科、心臓
血管外科、脳神経内科、呼吸器内科、腎臓内科、
心療内科、皮膚科、血液内科、精神科、糖尿病
内科、内分泌内科、代謝内科
■ 病床数：一般…300床
■ 年間入院患者実数：2,902人
■ 年間新外来患者数：9,360人
■ 1日平均外来患者数：274.4人
■ 年間救急車搬入患者数：1,183人
■ 平均在院日数：18.1日

研修スケジュール
１年次
アクセス
至鹿島区

警察署

消防署
道の駅 南相馬

原ノ町
至いわき
東京

南相馬市
スポーツセンター

常磐線

市役所

至小高区

南相馬市立
総合病院

●交通案内
・JR東北新幹線・東北本線
福島駅から原ノ町駅まで
バス約110分
・JR常磐線原ノ町駅から徒歩
約20分またはタクシー約
５分
・ 常 磐 自 動 車 道 南 相 馬IC
から８㎞（約25分）

至いわき

研修医コメント
初期研修の目的は、
「後期研修に向け
て十分な医学的知識と技量を身につけ
る」
ことであるが、当院は
「地域医療とは
何かとの問いに、自信を持って答えられ
ること」
、をもう一つの目標としている。
南相馬市は東日本大震災で最も被害を
受けた地域の一つである。地震、津波被

害に加え、福島原子力発電所事故により、住民のほとんどが
避難をするという未曾有の経験をした地域でもある。長期間
大規模避難が地域社会に及ぼした影響は計り知れず、現在も
２万人程度の住民が避難を続けている。当院で初期研修を希
望する方には、通常の初期研修に加え、被災地や災害公営住
宅等への医療支援に参加してもらい、そこに暮らす人々との
交流を通して社会について考えてもらいたい。
また、後期研修に向けた技量の獲得については、当然のこ
とながら力を入れている。研修医１人に換算すれば他研修施
設と遜色のない症例数と、大病院ではあり得ない各科の垣根
を越えた検討会が定期的に開催されている。また１人ひとりの
研修医の希望に添うよう柔軟性の高い研修プログラムを組ん
でいる。なお、日本有数の研修病院である亀田総合病院への
出向研修も、研修医全員に保証されていることを明記したい。
グローバルな視野で一度社会を見つめ直してみたいという
研修医にとって、当院は最適な研修フィールドである。ぜひ、
一度、病院見学に来てもらいたい。
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南相馬
I.C

至仙台

新田川

常磐自動車道

病院長メッセージ

至仙台

県道 浪江・鹿島線

臨床研修病院の理念と基本方針
医師としての人格を涵養することができる研修
を目指し、将来の専門性にかかわらず、医学・
医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で
頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できる
よう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態
度・技能・知識）を身に付けることができる内容
をもった研修を行う。

○小さい病院だからこそ実践できる丁寧な医療・研修
診療科／職種間の垣根が低く、丁寧な医療と手厚い指導を受
けられます。個人の目標や希望、能力に合わせた柔軟な研修
ができます。
○東日本大震災、原発事故の被災地にある病院
災害公営住宅等に住む住民の健康管理、内部被曝検診など、
災害時医療の研修ができます。

皆様こんにちは。2020年４月より当院
で研修を開始した者です。
南相馬は福島県浜通り
（太平洋側）
北部、
東京から250km、仙台から75kmほどの
場所に位置しています。そう聞くと皆さ
んどうでしょうか？やはり田舎を想像し
ますか？（笑）
確かに田舎と言えば田舎ですが、暮ら
すには全く不便なく、土地柄か他所からの人間も多く地域に根
付き、働いています。かくいう私も関東の人間ですが、幸いに
も地域の方々は温かく受け入れてくださり、心置きなく研修に
臨めています。
さて、当院の研修の特徴としては、①大病院や小病院も含め
た様々なsettingで医療を学べる、②医療過疎、超高齢化社会、
原発の問題など社会を広く俯瞰する機会も得られる、③病院全
体がコンパクトなので、密で素早い連携が取れるというのが挙
げられます。
もちろん上記の特徴はメリットにもデメリットにもなりうる
とは思うのですが、私個人に関しては現在のところ、多くの方々
のサポートのおかげで素晴らしい研修、社会勉強をさせていた
だけていると実感しています。
どうですか？当院で研修したくなりましたか？当院で研修す
るにあたって必要なものは、医療に対する“Passion”と、どんな
時でも謙虚で居続けられる“Heart”だけです。それさえあれば
必ず立派な医療者になれますよ。
色々と書きましたが、南相馬は風光明媚でご飯も美味しく、
気候も穏やかでとても暮らしやすいです。少しでも気になった
らぜひ見学にいらしてください！アツい志を持った皆様と相ま
みえるのを楽しみにしております
（*^◯^*）

４週

24週

12週

４週

オリエン
テーション

内科

救急

外科

４週

２年次

４週

４週

４週

小児科 産婦人科

44週

精神科 地域医療

選択科目

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤（会計年度任用職員）
■ 研修医手当（税込）
１年次…7,950,000円／年
２年次…8,745,000円／年
当直手当：１年次2,000円、２年次10,000円
■ 基本的な勤務時間 ８：30～17：15 休日…土曜日、日曜日、祝日
■ 休暇
有給休暇…１年次10日、２年次11日
その他…夏季特別休暇３日、年末年始（12／29～１／３）
■ 宿日直 ４回～５回／月
■ 社会保険／労働保険
全国健康保険、厚生年金、労働災害保険、雇用保険
■ 健康診断 １回／年
■ 医師賠償責任保険 病院：加入 個人：任意
■ 宿舎／住居手当 病院が用意した賃貸アパート（家賃の１割を自己負担）
■ 女性医師支援取組 女性医師専用当直室、院内保育所

研修医

研修

募集要項

募集定員：4名

学校訪問

■必要書類：履歴書、卒業
（見込み）
証明書、成績証明書
■選考方法：書類審査、面接
■募集期間：９月下旬までの予定

資 料
請求先

〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目54番地の６
事務課 研修医担当
（鈴木・今野）

TEL0244-26-7541

FAX0244-22-8853

E-mail：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp

CPC
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病院の
概 要

公益財団法人 ときわ会

常磐病院

【URL】http://www.tokiwa.or.jp/hospital/jyoban/

開設者：常盤 峻士
病院長：新村 浩明
所在地：福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57番地

研修プログラムの特徴
●多くの診療科において、研修医が副主治医のような役割を果
たす担当医制を採用している。福島県いわき市は、慢性的な
医師不足と医師高齢化が指摘されている地域であり、他の地
域での研修と比較して、早い段階から、裁量を持って診療に
従事することができる。
●研修２年目には選択研修を設定し、３年目以降の専門教育に
直結するカリキュラムを構成することが可能である。指導医
と相談の上、研修医の希望を最大限取り入れた教育を受ける
ことができる。
●全研修期間を通じて、感染対策
（院内感染や性感染症等）
、予

■ 医師数：常勤…23名、非常勤…18.3名、指導医数…７名
■ 診療科名：内科、外科、泌尿器科、腎臓内科、血液内科、糖
尿病内科、循環器内科、婦人科、救急科、麻酔科
■ 病床数：一般…150床、療養…90床
■ 年間入院患者実数：80,327人
■ 年間新外来患者数：151,589人
■ 1日平均外来患者数：485人
■ 年間救急車搬入患者数：1,132人
■ 平均在院日数：148日

研修スケジュール
１年次

臨床研修病院の理念と基本方針
（１）
理念
一社会人としての自覚をもち、基本的臨床能力を身
に付けるとともに、目まぐるしく変わりつつある医
療環境に柔軟に対応できるような医療人を育成する。
（２）
基本方針
ア 医師としての人格形成に努める。
イ 救急医療とプライマリ・ケアに対応できる基本
的臨床能力を身に付ける。
ウ 目まぐるしく変わる医療環境に柔軟に対応する
とともに、患者の社会背景も考慮に入れながら、
患者中心の医療を図る。
エ 東日本大震災及びそれに伴う福島第一原発事故
という未曾有の災害が地域の医療体制に及ぼす
影響についても理解する。
病院長メッセージ
みなさんこんにちは！常磐病院長の
常磐病院は、いわき市にあるときわ会
グループの中核病院で、2021年３月末
に基幹型臨床研修病院の指定を受けた、
研修病院としては新しい病院です。いわ
き市で、３つ目の基幹型臨床研修病院になりました。
これは、現在成長中の病院ということでもあります。
特に、泌尿器、透析の分野では全国でも有数の医療機関に
なってきています。最先端の泌尿器、腎不全診療を提供でき
るよう、泌尿器診療ではロボット手術や腎移植術の確立、透
析診療では高機能な透析機器の導入などが行われています。
また、血液内科や外科における診療も充実してきているとこ
ろです。個性的で、力のあるスタッフが多く集まってきてい
ることが原動力になっています。
ベンチャースピリットあふれる方にはぴったりの環境が、
ここにはあります。環境が成長しているところに身を置くこ
とは、個人の成長にもつながります。
病院にとって、初期研修医も大切な仲間になります。一緒
に成長していく仲間になってくれることを楽しみにしていま
す。
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アクセス
●交通案内
【電車をご利用の場合】
JR湯本駅からタクシーで約
10分
【バスをご利用の場合】
JR湯本駅から約10分（「ハワ
イアンズ方面」行き常磐病院
バス停下車）
常磐病院バス停より常磐病
院まで徒歩２分

指導医コメント

新村浩明です！

防医療（予防接種等）、虐待への対応、社会復帰支援、緩和ケ
ア、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）、臨床病理検討
会
（CPC）等、基本的な診療において必要な分野・領域等に関
する研修を並行して行う。
●救急では受け入れる全診療科の患者を診るため、研修期間の
２年間でPrimary CareやCommon Diseaseを多く経験する
ことができる。
●研修医が望む場合には、「患者を診療し、それを学会発表や
論文にまとめるまでが臨床医の仕事である」という方針のも
と、症例報告作成や臨床研究などの指導も受けられる。

臨床研修センター長の尾崎章彦です。
当院は、2021年３月30日付けで、基
幹型臨床研修病院に認定された駆け出し
の研修病院です。初期研修医として求め
られる能力を満たすことを前提に、研修
医の価値観や将来の希望に沿って、柔軟
に指導医や病院が対応することを目指し

ています。
とは言え、歴史ある研修病院の諸先輩方と同等の研修体制
を提供することは難しいと考えています。加えて、確立された
方法論がないことで、研修医自身が能動的に研修に取り組み
必要な知識や能力を身につけていくことが求められます。
ただ、研修医にとって、このような経験は、非常に重要で
あると考えています。なぜならば、医師の働き方が多様化す
る中で、医師自身が自らのキャリアを能動的にデザインしてい
くことが、より求められているからです。初期臨床研修は、医
師人生のゴールではありません。研修の中で、自分を知り、自
分の将来を切り開く力を身につけて欲しいと願っていますし、
私の役割は、そのような研修医の頑張りをサポートしていくこ
とだと考えています。病院・スタッフ全体で研修医を支える
体制ができるよう、関係各所と全力で調整する心算です。
また、より大局的な視点では、様々なスタイルの研修病院
が存在することで、福島県全体でより多様な研修医を受け入
れる余地が生まれ、地域にとってもプラスになると考えてい
ます。微力ではありますが、いわき市、さらには福島県の医
療の充足、発展に寄与できるよう研鑽に努める所存です。

２年次

１～４週 ５～８週 ９～12週 13～16週 17～20週 21～24週 25～28週 29～32週 33～36週 37～40週 41～44週 45～48週 49～52週

オリエン
テーション

内

科

外

科

麻酔科

救急部門

小児科

１～４週 ５～８週 ９～12週 13～16週 17～20週 21～24週 25～28週 29～32週 33～36週 37～40週 41～44週 45～48週 49～52週

産婦人科 精神科

地域医療

選択科目

研修医の処遇
■ 常勤・非常勤の別 常勤職員（嘱託）
■ 研修医手当（税込）
１年次…644,000円／月
２年次…670,000円／月
360時間分の固定残業手当を含む
■ 基本的な勤務時間 月～金曜日 ８時30分～17時30分(休憩時間60分)
※当直翌日の業務は12時30分までとする。（翌日が休日祝日の場合を除く）
■ 休暇
有給休暇…１年目10日、２年目11日
■ 宿日直 約３回／月
当直手当 30,000円／回
※勤務インターバルは９時間以上、連続勤務は15時間以内
■ 社会保険／労働保険
	公的医療保険（協会けんぽ）、公的年金保険（厚生年金基金）、労働者災害補償保険法の
適用有、雇用保険有
■ 健康診断 １回／年
■ 医師賠償責任保険 個人にて加入（任意）※病院としても加入済
■ 宿舎／住居手当 応相談（借り上げ住宅の提供を基本とするが、状況に応じ、住宅手当
の支給にて対応することもある）
■ 女性医師支援取組 子育て支援

募集要項

泌尿器科や外科を中心に、多くのロボット手術が行われています

大規模な透析施設で、地域の透析治療を担っています

募集定員：２名

■必要書類：履歴書、卒業
（見込み）
証明書、成績証明書
■選考方法：マッチング制度参加、面接
■募集期間：５月１日頃から

資 料
請求先

〒972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57番地
臨床研修センター 担当
（松浦 睦子）

TEL0246-81-5522 FAX0246-43-7697
E-mail：jhp_kensyu_center@tokiwa.or.jp

毎月行われる新村院長の「仮装訪問」は、世界的にも取り上げられました
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より高度な医学、医療の専門知識の向上と熱意を持つ人材の育成

福島県立医科大学 大学院

●大学院博士課程アドミッションポリシー
を求めています。

①医学・医療に関する高度な専門的知識・技術の修得を
目指す人

福島県では、ともに新たな地域医療提供体制づくりにお力添えいただける方を求めています！

大学院医学研究科の概要

本医学研究科では、高い倫理観と豊かな人間性を備え、

共に新しい医学を創造し、社会に貢献する次のような学生

～ 医師としてのスタートは、
「ふくしまから はじめよう。
」～

ることができる研究者及び専門職者を育成するとともに、新し
い医学の創造を行うことを目的とします。

大学院では、先進的で高度な医療を実践できる医療人やこ

れらの医学・医療をリードする研究者を養成・確保しながら、

②新たな分野に踏み込み、先駆的な研究活動を志す人

優れた研究成果を県民医療に還元し、本県医療水準の向上と

③地域の医学・医療水準の向上を目指し、指導的な役割

の壁を越えた総合的・学際的な教育研究を推進します。

を担おうとする人

県民の健康増進に一層寄与できるよう、基礎医学と臨床医学

④大学・研究機関の指導者、研究者として活躍する意欲

科大学と協働で、高校生から後期研修後の医師まで、地域の医療機関などの協力を得
ながら医師養成と県内定着による地域医療の充実に向けた施策を展開しています。
また、平成 30 年度から開始された専門医制度に対応した魅力あるキャリア形成支
援にも取り組んでいきます。

共通基盤教育（総合人間学特論 等）
専門分野教育、
発展分野教育
特別研究

本専攻では、医学部を卒業した学生を中心とし、医学部以外

︵専門医＋︶学位

専門医
研究者コース

共通基盤教育（医学研究概論 等）
専門分野教育、
発展分野教育
特別研究

位

高度医学
研究者コース

教育科目区分

学

医学専攻
（博士課程）
定員 37 名

学習コース

修了

大学院 医学研究科

医学専攻
（博士課程）の概要 修業年数4年

攻

修了

専

つ人

福島県では、平成２３年１２月に福島県地域医療支援センターを開設し、福島県立医

医学研究科の構成
（医学専攻）

を持つ人

⑤医学・医療の分野で、世界に飛躍しようとする熱意を持

支援内容

大学院医学研究科は、医学・医療の発展に自立して寄与す

医学生への支援
将来、福島県内の医療機関に勤務する意思のある医学生を

対象に、修学資金を貸与します（※返還債務の免除規定があ
ります）
。①へき地診療所・県立病院枠（福島県立医科大学を

ることから、専攻の名称を「医学専攻」
（Graduate School of

除く）
、②福島県立医科大学枠、③私立大学枠（帝京大学・日

Medicine）とし、学位に付与する専攻分野も「医学」とします。

本医科大学）
また、将来、県内の周産期医療機関で産科及び周産期医療

コースと専門医研究者コースのいずれかを選択します。

を提供する小児科の医師として勤務しようとする方に対し

前者のコースは、医学研究者になることを目標とし、将来の医

て、修学資金の加算を行います。

学を支え、新たな医学の創造ができるような人材の育成を目的と
します。後者のコースでは、卒後臨床研修を終え、専門医研修

● 地域医療体験研修

を受ける学生を主な対象として、高度で専門的な臨床能力と、医

地域医療に関心のある医学生を対象に、へき地診療所等の

療の現場から研究する能力を兼ね備えた臨床医を育成することを

地域医療の現場視察や地域医療に従事する医師との懇談、地

目的とし、そのために必要な科目を整備しています。

域住民との交流などを行う体験研修を実施します。

● 地域医療を学ぶセミナー

将来、福島県内の地域医療を担う修学資金の貸与を受けて

⃝国公立私立大学から申請されたプログラムの中から、質の高い

いる医学生、自治医科大学医学生等を対象に、地域医療を学

がん専門医療等を養成し得る内容の優れたプログラムに対し財
がん医療を担う医療人の養成推進を図ることを目的にしている。

● 魅力ある臨床研修プログラム

福島県立医科大学附属病院、県内臨床研修病院及び福島県

が連携して組織する「福島県臨床研修病院ネットワーク」を
中心に、臨床研修の相互連携、各種研修会の開催等、福島県
全体で研修医を育成する活動を支援します。
県内臨床研修病院では、熱意のある指導医と温かい研修環
境の中で、自由度の高い臨床研修プログラム等を用意してい
ます。

産科・小児科・麻酔科志望の医師
● 研修医研修資金の貸与

県内の臨床研修病院において臨床研修または後期研修を受

けている医師で、研修終了後も一定期間、福島県内の自治体

がんプロフェッショナル養成推進プラン

政支援を行うことにより、大学の教育活性化を促進し、今後の

臨床研修医

● 修学資金の貸与

からの学生にも広く門戸を開放して医学を究めることを目的とす

本博士課程に入学する学生は、入学時点で、高度医学研究者

研修医への支援

「サマーポスターセッション」研究結果の発表

⃝東北がんプロフェッショナル養成推進プラン（文部科学省補助
事業：H19 ～ H23、H24 ～ H28、H29 ～ H33）
⃝東北大学、山形大学、福島県立医科大学、新潟大学の４大学
が連携してがんに関する教育を行う。教育対象となるのは大学
院博士課程に在籍する学生で、関係する講座に入学した学生に
がん関係の教育を行う。

ぶセミナーを実施して学生間の交流を深めます。

病院等に勤務する方に研修資金（20 万円／月、最大３年間）
を貸与します（※研修修了後に指定された期間勤務すること
により返還債務を免除）
。
また、将来、県内の周産期医療機関で産科及び周産期医療
を提供する小児科の医師として勤務しようとする方は、前記

● 臨床研修病院合同説明会

修学資金と併せて貸与を受けることができます。

医学生が指導医や研修医から臨床研修に関する詳しい説明

を聞ける機会として、福島県内の臨床研修病院が一堂に会する
合同説明会を開催するとともに、東京等で開催される臨床研修
病院合同説明会に、県内の臨床研修病院とともに参加します。

● 臨床研修病院見学支援

将来、福島県内の臨床研修病院において臨床研修の実施を

問合せ先
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福島県立医科大学 教育研修支援課
医学部教務係 電話 024-547-1095 E-mail gakuseik@fmu.ac.jp
入試係
電話 024-547-1093 FAX 024-547-1989

検討している県外に所在する大学医学部に在学する４年生から６
年生を対象に、予算の範囲内で見学に必要な旅費を支給します。
なお、１回の行程で２箇所以上の臨床研修病院を見学するこ
とが条件となります。

福島県復興シンボルキャラクター キビタン
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医師の育成・キャリア形成支援の全体像

～ 医師としてのスタートは、
「ふくしまから はじめよう。
」～

地域医療に関心のある学生を対象とした地域医療体験研修

後継者不足等による診療所廃止に歯止めをかけ、地域医療

します。

や在宅医療を担う診療所医師の確保のため、県内開業医と医
業承継を希望する医師の登録やマッチング提案等を行います。

● 福島県医療勤務環境改善支援センター

県医師会にセンターを設置し、県内医療関係団体等と連携

して、医業経営アドバイザー等による相談対応など、医療機
向けた取組を支援します。

県外医学部生を対象とした
臨床研修病院見学支援

その他
● ふくしまの地域医療を担う医師・医学生交流会

臨床研修病院合同ガイダンス開催・全国規模の
フェアへの出展等による臨床研修医募集活動

自治医科大学や学生時代に修学資金の貸与を受けて医学部

を卒業し、へき地等の公的医療機関での勤務期間が満了した
医師に対し、知事から感謝の意を表するとともに、同じ境遇
にある医師や医学生同士のつながりを深める交流会を開催し

● 医師のスキルアップ研修機会の提供

各種修学資金修学生・自治医科大学生等を対象とした地域医療を学ぶセミナー

ています。

主に研修医等の若手医師を対象に症例検討会等の研修会を

臨床研修医〜後期研修医

開催し、地域にいながらも地域医療を支える医師として必要
な診療能力の技術向上を図れる機会を提供します。

● こども医療人材の育成

専門的・基礎的知識及び技術を習得できる研修会を開催し、

周産期医療の充実を図ります。

● 臨床研修指導医養成講習会

臨床研修医の指導等にあたる医師を対象にワークショップ

福 島 県 地 域 医 療 支 援 セ ン タ ー

関における医師をはじめとした医療従事者の勤務環境改善に

大学生

性医師に対して必要な研修を行う病院を支援し、職場復帰を促

県内医師

県外医師

自治医科大学卒業医師

「福島県臨床研修病院ネットワーク」を中心に、福島県全体で研修医を
育成する活動を支援

魅力的な臨床研修プログラムの提供による若手医師育成

医師まで︑地域の医療機関などの協力を得ながら医師の育成支援とともに︑医師の不足・地域偏

します。

在の解消に向けた施策を展開します︒

各種修学資金貸与による医師確保

庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備を行う病院を支援
また、育児等のために離職し、その後、再就業を希望する女

● 医業承継バンクの設置

自治医科大学

個人面談・相談会の実施や︑各種研修機会の提供などを中心に学生から専門医取得︑その後まで

女性医師等の離職防止や再就業の促進を図るため、仕事と家

県外大学

それぞれに応じた医師の育成・キャリア形成を支援

斡旋、相談等を行います。

福島県立医科大学

★ 福島県地域医療支援センターでは︑福島県立医科大学等と協働で中学・高校生から後期研修後の

小中学・
高校生

福島県内で勤務を希望する医師に対して、求人情報の紹介、

●将来医師を目指す中学・高校生を対象とした現場見学・説明会等開催

女性医師への支援

県内で働く医師への支援
● ドクターバンクふくしまの運営

●小学生と保護者を対象とした「親子病院ツアー」開催

特定診療科（小児科・産科・麻酔科）希望医師への
研修資金貸与による医師確保

福島県専門医研修協議会の実施

形式の講習会を開催し、プライマリ・ケアの指導方法等を習
得する機会を提供します。

医

● 救急医療従事者への支援

師

福島県立医科大学等

救急医療を担う人材の資質向上を図るため、BLS や ACLS

等の救急医療に関する研修受講を支援します。

公的病院支援

ドクターバンクふくしまの運営等による医師確保

政策医療支援
救急医療を担う人材の資質向上のための研修会等の受講支援

師

周産期医療を担う医師対象の研修会開催によるこども医療人材の育成
臨床研修指導医講習会の開催による指導医の養成

へき地医療支援
相双地域
医療支援

医 師 派 遣

産科医、新生児医療担当医（新生児科医）の処遇改善を図

るため、各種手当を創設する医療機関を支援します。

キャリア形成支援

医

● 特定診療科医師の処遇改善

双葉地域等
公立診療所支援
寄附講座

問合せ先
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福島県地域医療支援センター 電話 024-547-1711 FAX 024-547-1991 E-mail rmsc@pref.fukushima.lg.jp
福島県ホームページ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/

福島県地域医療支援センター

検索

安心して住み・暮らせる福島県
50

臨床研修制度について

専門医制度について

令和 2 年度から臨床研修制度の見直しにより、7 科目必修に変更されました。

平成30年度より専門医資格認定は主としてプログラム制で取得することになりました。
出典／平成29年4月24日開催
［厚生労働省］
第1回

平成 16 年度

新制度の施行（医師法改正）
①

臨床研修の必修化

▲
▲
▲

18歳

生涯教育

３年以上

26歳

日本専門医機構・関係学会

▲
▲

従来の専門医認定（カリキュラム制）
学会が、一定の基準を満たす病院を研修

施設として認定し、研修医は個別の研修

選択科目
８カ月

専門医の養成

施設を選択して研修

受験資格
症例 C を○○例、症例 D を○○例経

施設の認定

施設の認定

A病院

専門医の認定

地域保健・医療

救急
３カ月
( 含麻酔科 )

精神科

産婦人科

外科
３カ月

小児科

内科
６カ月

2 年目

各１カ月

２年

24歳

認定試験の受験

１年目

2科目選択必修

22歳

臨床研修

従来の専門医認定と新たな専門医認定の比較（イメージ）

臨床研修制度の施行・見直しに伴う必修診療科の見直し
必修

共用試験

知識・技能
の評価

年齢

新たな

法に基づく

診療参加型
臨床実習
ＯＳＣＥ

入学試験

①
臨床研修制度の見直し（7 科目必修から 3 科目必修、12 科目選択必修へ）
②
臨床研修制度の見直し（研修希望者に対する募集定員の割合を縮小）
②
臨床研修制度の見直し（7 科目必修）
③

①平成16年度〜平成21年度（７科目必修）

専門教育

臨床前医学教育

制度の見直しを検討

令和 2 年度

準備教育

高等学校
３年

専門医資格取得

臨床研修制度創設（医師免許取得後２年以上の努力義務）

臨床研修修了
︵二回目医籍登録︶

昭和 43 年

平成 27 年度

資料1より作成

大学病院・
臨床研修病院

医学部（６年）

医師国家試験合格
︵一回目医籍登録︶

インターン制度を開始（国家試験の受験資格を得るために必要な課程）

ＯＳＣＥ

昭和 23 年

平成 22 年度

配付資料

新たな専門医の要請について

臨床研修制度の変遷

平成 20 年

今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会

B病院

Ａ病院

Ｂ病院

症例Cを○○例経験
例）
24カ月研修

症例Dを○○例経験
例）
12カ月研修

験したこと等

（研修期間や研修病院に制限はない）

専攻医

②平成22年度〜平成31年度（３科目必修）
１年目
外科
麻酔科
小児科
産婦人科

地域保健・医療

救急
３カ月

１カ月

内科
６カ月

2 年目
選択科目
約12カ月程度

（選択必修の研修期間等による）

協力

新たな専門医認定（プログラム制）

日本専門医機構・関係学会

日本専門医機構が、指導医数、症例数、

各専門研修プログラムを認定

研究業績等の基準を満たす研修プログラ

ムを認定し、研修医は基幹施設・連携病

×× 診療科専門研修プログラム

院をローテートして研修

各４週

１年目

地域保健・医療

精神科

（４週まで
麻酔科可）

産婦人科

12 週

小児科

24 週

救急

外科

臨床研修病院

内科

2 年目
選択科目

48 週

しながら研修施設をローテートする
こと等

（研修期間や研修病院が設定されている）

1年

A病院

専門医の認定

プログラムに基づき、症例を経験

③令和2年度〜（７科目必修）

（3年間の場合の例）
認定試験の受験

受験資格

学会

基幹病院A
ローテートしながら研修

B病院

1年

連携病院B

C病院

6カ月

連携病院C

D病院

6カ月

連携病院D

※外科、小児科、産婦人科、精神科、地域医療は８週以上が望ましい
※一般外来を４週以上含む（８週以上が望ましい）
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専攻医
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◯

守るために最前線で懸命に御尽力いただいている関係者の皆様に、改めて深く敬
◯
意と感謝の意を表します。 ◯

清水病院
富士病院
大原医療センター
福島第一病院

△

する医療人材の確保を着実に進め、安全で質の高い、効率的な医療提供体制を整
◯

◯
◯
県では、福島県立医科大学内に設置している福島県地域医療支援センターにお

◯

に取り組んでおります。特に、今年度からはセンター内に専任コーディネーターを
◯ ◯

◯

△

に派遣することで、若手医師の育成・キャリア形成の場を拡大していきます。
◯

福島西部病院
八子医院

△

◯
◯
さらには、県内の全ての臨床研修病院で「福島県臨床研修病院ネッ
トワーク」を
◯

形成し、皆さんに満足していただける臨床研修プログラムを用意するなど、県と関

ふれあいクリニックさくらみず

◯

保原中央クリニック

◯

係機関が一丸となって皆さんをしっかりとサポートしてまいります。

医療生協いいの診療所 福島県では、若い皆さんの力を必要としています。是非、福島県で医師として

◯

きらり生活協同組合上松川診療所
の第一歩をスタートしてください。誰もが安心していきいきと健やかに暮らせる新生

△

きらり生活協同組合とやのクリニック

△

きらり生活協同組合須川診療所
“ふくしま”を実現するため、皆さんのお力添えをお願いいたします。
あづま脳神経外科病院
◯

村上病院

◯

大原健康クリニック

県中

◯

◯

太田西ノ内病院

● ◯

● ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯

◯ ◯

星総合病院

◯ ◯

◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯

△

◯

寿泉堂綜合病院

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯

総合南東北病院

●

△ △ ◯ ● ● ◯ ◯

◯ △

公立岩瀬病院

◯ ◯

あさかホスピタル

●

松南病院

◯

星ヶ丘病院

●

◯

◯

◯

◯

●

福島県総合療育センター

◯
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◯

◯ △

塙厚生病院

◯

◯ ◯ ◯

竹田綜合病院

● ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ◯

会津中央病院

◯

会津医療センター附属病院

●

◯
◯

磐梯山（猪苗代町）

◯
◯

◯

◯ ◯ ◯

◯

△ △ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯

△ △ ◯
● △

◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯
◯ ◯

坂下厚生総合病院

◯

高田厚生病院

◯

◯ ◯

◯

◯
△

△

喜多方市地域・家庭医療センター

◯

医療生協きたかた診療所

◯

医療生協会津若松診療所

◯
◯

福島県立南会津病院

◯

只見町国保朝日診療所

◯

公立相馬総合病院

◯ ◯

◯ ◯
◯
△

◯
花見山（福島市）

◯

◯

◯
△

南相馬市立総合病院

△
◯

△

◯ ◯ ◯

大町病院
川内村国保診療所

◯

△

△

◯

富岡町立富岡診療所

いわき

△

ふたば医療センター附属病院

○

鹿島厚生病院

◯

いわき市医療センター

● ◯

福島労災病院

◯

△ ◯ ◯ ● △ △ △ △ ◯ ◯ ◯
◯

舞子浜病院

◯

いわき開成病院

△

新田目病院

◯

松村総合病院

◯ ◯

◯

△ ◯

かしま病院

◯

常磐病院

◯

長橋病院

計

◯ ◯
◯

△
◯

◯

△

△

◯ △
△

小名浜生協病院附属せいきょうクリニック
いわき病院

◯

△

石井脳神経外科・眼科病院
◯

針生ヶ丘病院

△

呉羽総合病院

ほし横塚クリニック

須賀川病院尾瀬（檜枝岐村）

相双

◯

◯ ◯

白河病院

渡辺病院

△

太田熱海病院

◯ ◯ ● ●

●

高野病院

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯ ◯ ◯
◯

雲雀ヶ丘病院

◯

あずま通りクリニック

● ◯ ◯

西会津町国保西会津診療所

福島南循環器科病院 新たに配置し、県外から指導医となる医師を呼び込み、地域の医療機関へ継続的
◯
済生会川俣病院

△
◯

福島県立矢吹病院

磐梯町医療センター

北福島医療センター いて、地域の医療機関と連携しながら医療従事者の県内定着や県外からの招へい
◯
◯
◯
◯
◯
枡記念病院
◯
◯ △
◯ ◯
◯
南東北福島病院

◯

会津・南会津 福島県立宮下病院

済生会福島総合病院 備することが、これまで以上に重要な課題となっています。
◯
◯ ◯
◯ ◯ ◯

県北

公立小野町地方綜合病院

有隣病院

◯

とする様々な健康リスクから県民の皆様をしっかりと守るためには、医師をはじめと

二本松病院

◯

会津西病院

◯
東日本大震災からの復興を果たすとともに、新型コロナウイルス感染症をはじめ

総合診療

◯

る医療従事者の皆様、感染症対策に携わる保健所の方々など、県民の命と健康を

形成外科

一陽会病院

◯
こうした中、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、医師や看護師をはじめとす

リハビリテ ーション科

桜ヶ丘病院

◯

郡山市医療介護病院

白河厚生総合病院

県南

救急科

福島松ヶ丘病院

●

臨床検査

◯
◯ ◯
◯ ◯
◯ ◯
等災害からの復旧など、本県はいまだ前例のない多くの課題を抱えています。

板倉病院
東北病院

◯

◯

桑野協立病院

寿泉堂香久山病院

◯ ●

病理

公立藤田総合病院

被災者の生活再建、根強く残る風評と風化の問題、さらには令和元年東日本台風
◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯

麻酔科

福島赤十字病院

その一方で、今もなお、３万６千人もの方々が避難生活を続けられているほか、

◯
△

今泉眼科病院

●

放射線科

◯

◯

脳神経外科

◯

わたり病院

◯ ◯ ◯

泌尿器科

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

眼科

◯ ◯

を進めております。

耳鼻咽喉科

大原綜合病院

産婦人科

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

◯

今泉西病院

県中

福島県立医科大学附属病院

整形外科

再開、福島ロボットテストフィールドの全面開所など、福島県は着実に復興の歩み

◯

外科

指示が出ていた双葉町の避難指示が一部解除されたほか、JR 常磐線の全線運転

坪井病院

精神科

救急科

病理

麻酔科

眼科

な御努力と県内外からの温かい御支援により、昨年は県内自治体で唯一全町避難
医療機関名

二次医療圏

総合 診 療

リハビリテ ーション科

形成 外 科

臨床 検 査

放射 線 科

脳神 経 外 科

泌尿 器 科

耳鼻 咽 喉 科

産婦 人 科

整形 外 科

外科

精神科

皮膚科

小児科

内科

東日本大震災から 10 年が経過いたしました。この間、県民の皆様のひたむき

医療機関名

皮膚科

二次医療圏

小児科

医学生の皆さんへ

※表内の「●」は基幹施設、「◯」は連携施設（旧制度においては学会に登録されている教育施設）
、
「△」
は県外の基幹施設のみと連携している施設
※医療機関名■は、基幹型臨床研修病院

内科

専門医制度における基幹病院・連携病院 一覧（R3.4.1 時点）

◯
◯
◯
45 10 7 29 38 27 12 17 13 18 18 12 14 17 1

9 11 7 36
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問い合わせ先

福島県臨床研修病院ネットワーク
連絡会議事務局：福島県立医科大学 医療人育成・支援センター
〒 960-1295 福島市光が丘１番地
TEL 024-547-1047 FAX 024-547-1715
E-mail: cmecd@fmu.ac.jp

表紙：ひまわり畑 ( 浪江町 )

