
研修医師募集GUIDE
令和5年度

厚生労働省認定臨床研修指定病院

研修管理委員会

4週7休、年末年始休暇（12月31日～1月3日）
年次有給休暇　① リフレッシュ付与（1年次：3日、2年次：5日）　※1年次は入社3ヶ月後に付与
　　　　　　　② 勤　続　付　与（1年次：10日、2年次：11日）　※1年次は入社6ヶ月後に付与
精 勤 休 暇　（1年次のみ2日）　※入社3ヶ月後に付与
回数（約4回/月）
●1年次の当初6ヶ月は当該科指導医について見習いで入る。それ以降は副直として割り当てられる。

学会、研究会等への参加：可　学会、研究会等への参加費用支給の有無：有

副　　　　直

／有（上限70,000円／月）家 賃 補 助

充てる

★

仙台

東京

大阪

福岡

南東北第二病院

□東京駅～郡山駅 新幹線…約80分　　　　　　□福島空港から車で約40分
□仙台駅～郡山駅 新幹線…約45分　　　　　　□東北自動車道 郡山インターから車で約20分
□郡山駅から車で約10分　　　　　　　 　　　□東北自動車道 本宮インターから車で約15分
□郡山駅から福島交通バスで約15分
　●6番乗り場より下記の行き先のバスに乗車
　    「八山田循環南東北病院先回り」、「南東北病院経由フェスタ」、「富久山循環南東北病院先回り」
　●停留所「総合南東北病院」または「南東北医療クリニック」で下車

■募 集 人 数／14名
■応 募 資 格／令和5年3月に医師免許取得見込みの者、医師免許取得後1年未満の者
■一 次 募 集／面接試験　令和4年8月19日（金）、9月9日（金）、10月7日（金）
　　　　　　　　応募締切　上記の希望する面接日の1週間前まで（必着）
　　　　　　　　※最新情報は当院の研修医募集サイトをご確認ください
■二 次 募 集／マッチング終了後、随時対応
■応 募 書 類／以下の書類を研修管理委員会へ書留にて郵送すること
　　　　　　　　・初期臨床研修プログラム採用申請書（当院指定用紙）
　　　　　　　　・初期臨床研修プログラム希望調査票（当院指定用紙）
　　　　　　　　・履歴書（当院指定用紙）　・健康診断書　・成績証明書
　　　　　　　　・CBT成績表　・OSCE成績表
　　　　　　　　・新型コロナワクチン接種記録書の写し（接種済みの方）
　　　　　　　　※当院指定用紙は、当院の研修医募集サイトよりダウンロードください
■選 考 基 準／書類審査・面接
■採　　　　用／採用内定者は医師国家試験の合格をもって採用とする
■マッチング利用の有無／有
■研修開始予定日／令和5年4月1日予定

（当院指定用紙も含む）
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初期臨床研修プログラムの策定
　研修方式は2年間の総合研修方式である。内科24週、救急部門16週（救急科ブロック研修12週・麻酔

科4週）、外科8週、小児科4週、産婦人科4週、精神科4週、地域医療4週以上を必修として各々をローテ

ートする。一般外来研修については、外科・内科・小児科・地域医療での並行研修を4週行う。それ以外の期

間については自由選択科で研修が可能である。

研 修 計 画

初期臨床研修プログラム

基幹型臨床研修病院： 附属総合南東北病院

協力型臨床研修病院： 公益財団法人 金森和心会 針生ヶ丘病院 （精神科）

 独立行政法人 国立病院機構福島病院 （小児科）

 公立岩瀬病院（小児科、産婦人科）
 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 （内科、腎臓内科、血液内科、リウマチ・膠原病科、麻酔・救急科、糖尿病内科）

 社会医療法人 将道会 総合南東北病院 （脳神経外科、外科、麻酔科、救急科）

 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 （呼吸器内科、消化器内科）

 福島県立医科大学附属病院 （小児科、周産期センター、産婦人科、内科、外科、皮膚科）

 附属南東北福島病院 （脳神経外科、外科）

　　　　　　　　　　公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院（産婦人科）

　　　　　　　　　　公益財団法人 星総合病院（産婦人科）

　　　　　　　　　　社会医療法人 あさかホスピタル（精神科）

　　　　　　　　　　東北大学病院（呼吸器内科）

臨床研修協力施設： 附属南東北医療クリニック

 附属南東北眼科クリニック

 附属南東北がん陽子線治療センター

 南東北BNCT研究センター

 医療法人社団 新生会 南東北第二病院

 医療法人いがらし内科外科クリニック

 矢内クリニック

 医療法人やまさわ内科

 福島県赤十字血液センター

 医療法人のざわ内科クリニック

 おおがクリニック

 モミの木クリニック

 医療法人ＩＭＣ いしだ内科

 せいの内科クリニック

 只見町国民健康保険朝日診療所

 福島県立宮下病院

 福島県立南会津病院

 雷クリニック

 与論徳州会病院

プログラムに参加する施設
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内科（24週）1年次

2年次

救急部門（16週） 外科（8週）
小児科
（4週）

自由選択科（40週）

1～4週週 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

地域医療
（4週）

精神科
（4週）

産婦人科
（4週）

※1 入職後の10日間程度はオリエンテーションを実施する。

※2 内科24週については、脳神経内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科を全て研修する。

※3 地域医療研修については、臨床研修協力施設から単独または複数施設を合わせて4週とする。

※4 必修分野は基本的に当院で研修するが、研修医の希望等により協力型臨床研修病院で研修することも可能である。
　　 ただし、新百合ヶ丘総合病院での研修は自由選択科の扱いとする。

※5 協力型臨床研修病院または臨床研修協力施設での研修も可能であるが、研修期間全体の1年以上は当院で研修する
　　 こと。また、臨床研修協力施設での研修は12週以内とする。

※6 自由選択期間については、研修医の希望により、以下の科目で研修が可能である。
　　（研修先：当院・協力型臨床研修病院・臨床研修協力施設）

脳神経外科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、救急科、麻酔科
整形外科、心臓血管外科、小児心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、形成外科、呼吸器外科
皮膚科、産婦人科、高血圧糖尿病内科、総合診療科、放射線診断科、放射線治療科、小児科
精神科、眼科、病理診断科、外傷センター、在宅医療科、地域保健、地域医療、腎臓内科
血液内科、リウマチ・膠原病内科



■ 女医さんの会（女性医師交流会）が年3回ほど開催されます！
■ 24時間対応の保育園が併設されています（病児保育可能）
■ 女性医師専用当直室、シャワールーム、パウダーコーナー完備

女医さんにも快適環境

7：00　出勤
入院患者さんのデータをチェック

7：30　回診

7：00　出勤
術後患者さんのデータをチェック

7：30　カンファレンス
次週の手術症例等の

確認・協議

8：00　回診
チームごとに病棟を回り、
受け持ち患者さんの
状態を確認.

9：00　手術
上級医に丁寧に指導して頂き、

無事成功した.

17:00
夕回診後、指導医とともに

救急外来を担当．救急車を始め、
walk inの患者さんも

初期対応は研修医．でも後ろで
指導医が見てくれてるし、
何かあればいつでも
相談できる．

9:00　外来
紹介や新患で来た患者さんの
外来を担当.問診から診察、
検査のオーダー等、自分で
考えながら外来を行う．

13:00　検査
胃カメラ、大腸カメラ等

15:00　研修医勉強会
毎週金曜は研修医向けの

勉強会へ参加.
院内外の先生方がさまざまな
講義を開催してくださる.
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すべては患者さんのために
● 管理棟2・3階に医局があり、研修医も快適な環境で仕事ができます！

● 医局のカンファレンスルーム

ラウンジ

多目的（NABE）ホール

図書室絆ガーデン（宿泊施設）

研
修
設
備
環
境

カンファレンスルーム

消化器内科研修医の１日 外科研修医の１日
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3 4

①研修室
②図書室
③多目的（NABE）ホール
　視聴覚室、シンフォニーホール
　コングレスセンターとして
　使用可能
④絆ガーデン（宿泊施設）

①研修室
②図書室
③多目的（NABE）ホール
　視聴覚室、シンフォニーホール
　コングレスセンターとして
　使用可能
④絆ガーデン（宿泊施設）



南東北桧原診療所

南東北裏磐梯診療所

社会福祉法人 南東北福祉事業団 
総合南東北福祉センター

社会福祉法人 南東北福祉事業団 
総合南東北福祉センター八山田

社会福祉法人 南東北福祉事業団
東京総合保健福祉センター 江古田の森

財団医療法人 謙昌会  総合リハビリ美保野病院
(青森県八戸市 )

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属
南東北医療・眼科クリニック(福島県郡山市)

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属
南東北BNCT 研究センター(福島県郡山市)

医療法人社団 新生会 南東北第二病院
（福島県郡山市）

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属
南東北がん陽子線治療センター（福島県郡山市）

一般財団法人 脳神経疾患研究所
介護老人保健施設 ゴールドメディア (福島県郡山市 )

一般財団法人 脳神経疾患研究所 介護老人保健施設
三春南東北リハビリテーション・ケアセンター （ 福島県三春町 ）

一般財団法人 脳神経疾患研究所
介護老人保健施設 リハビリ南東北福島 (福島県福島市 ) 一般財団法人 脳神経疾患研究所

介護老人保健施設 リハビリ南東北川俣 (福島県川俣町 )

社会医療法人 将道会
介護老人保健施設 サニーホーム (宮城県岩沼市 )

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
（福島県郡山市）

一般財団法人 脳神経疾患研究所  附属 南東北福島病院
(福島県福島市 )

医療法人財団 健貢会 総合東京病院
（東京都中野区）

医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市）

医療法人財団 健貢会 東京クリニック
（東京都千代田区）

社会医療法人 将道会 総合南東北病院
(宮城県岩沼市 )

医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院
(福島県須賀川市 )

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 
附属 須賀川診療所 (福島県須賀川市 )

泉崎南東北診療所 (福島県泉崎村 )

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属・関連施設

一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北通所リハビリテーションセンター
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北居宅介護支援事業所
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北訪問看護ステーション ゴールドメディア
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北居宅介護支援事業所 ゴールドメディア

一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北福島訪問看護ステーション 結 ーゆいー
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北福島居宅介護支援事業所

一般財団法人 脳神経疾患研究所
看護小規模多機能型 居宅介護事業所 結の学校

泉崎南東北訪問看護ステーション
泉崎南東北居宅介護支援事業所

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
附属 滝根診療所
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北訪問看護ステーション 船引
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北三春居宅介護支援事業所

医療法人社団 三成会 介護老人保健施設
南東北春日リハビリテーション・ケアセンター
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北訪問看護ステーション たんぽぽ
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北須賀川居宅介護支援事業所
一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北通所リハビリテーションセンター須賀川
医療法人社団 三成会
南東北春日訪問看護ステーション
医療法人社団 三成会
南東北春日通所リハビリテーション
医療法人社団 三成会
南東北春日居宅介護支援事業所
医療法人社団 三成会
通所介護事業所南東北春日リハデイ石川

一般財団法人 脳神経疾患研究所
南東北川俣居宅介護支援事業所

財団医療法人 謙昌会 杏の里訪問看護ステーション
財団医療法人 謙昌会 介護支援事業所 ケア・ネット
財団医療法人 謙昌会 デイケアセンター おらんど
デイサービスセンター みほの
デイサービスセンター あんず
グループホーム あんずの家

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
南東北ロイヤルライフ館
　障がい者支援施設
南東北さくら館
ケアハウス
南東北ライフケア館
通所介護（デイサービス）
南東北日和田デイサービスセンター
通所事業所
南東北さくら館
訪問介護（ホームヘルプサービス）

南東北日和田ホームヘルパーステーション
南東北日和田居宅介護支援事業所
南東北日和田居宅介護支援センター
南東北日和田介護予防支援事業所

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
南東北グランプラス八山田
南東北八山田デイサービスセンター
南東北八山田居宅介護支援事業所
就労継続支援事業所
ジョブステップ八山田
児童通所支援事業所
さくらんぼ

社会福祉法人 南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター 川俣
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
南東北シルクロード館
通所介護（デイサービス）
南東北川俣デイサービスセンター

介護老人保健施設 リハビリテーションセンター 江古田の森
特別養護老人ホーム　江古田の森
ケアハウス　江古田の森
障害者支援施設　江古田の森
通所リハビリテーションセンター　江古田の森
デイサービスセンター　江古田の森
居宅介護支援事業所　江古田の森
訪問リハビリテーションセンター　江古田の森
ヘルパーステーション　江古田の森
訪問看護ステーション　江古田の森
デイサービスセンター　ゆずりは
ケアホーム　やまゆり

■採血実習

■縫合実習■GRAND　ROUND（研修医勉強会）

■メンター会

■救急科での研修医レクチャー

■救急外来での研修医
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社会医療法人 将道会 
南東北訪問看護ステーション
社会医療法人 将道会 
南東北居宅介護支援事業所
社会医療法人 将道会 
南東北地域包括支援センター
社会医療法人 将道会 総合南東北病院 
通所リハビリテーション

医療法人社団 新生会
大阪なんばクリニック
（大阪府大阪市）

介護老人保健施設 泉崎南東北リハビリテーション・ケアセンター
（福島県泉崎村）

ぜひ1度

病院見学
へ

お越し下
さい！

先輩医師
が研修医

の

相談役を務
める

「メンター
制度」を

開始しまし
た！




