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誰からも信頼される
医師を目指して
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都会 田舎
大学病院 市中病院
大病院 中小病院
厳しい 柔軟
同期の人数….

症例….

指導医….
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（ ）な医師になりたい

だから

（ ）な臨床研修をしたい



千葉中央メディカルセンター
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将来的なことを何も決めていない

だから

「なんでも見てやろう、参加してみよう、
経験してみよう」
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大切なこと

受け身ではなく、自分の臨床研修は
自分で創る
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臨床研修は基礎体力
鍛えておけば一生役に立つ



当院の考え方：基礎体力＝裾野つくり
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病院概要
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所在地 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

管理者 福田 和正

開設日 1982年 4月

病床数
272床（一般200床・HCU7床・SCU5床・回復期リハビ
リ60床）

診療
科

内 科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・呼吸器
内科・腎臓内科・脳神経内科・和漢診療科・人工
透析内科・アレルギー疾患リウマチ科・外 科・整形外
科・脳神経外科・心臓血管外科・泌尿器科・眼 科
形成外科・皮膚科・麻酔科・救急科・放射線科・リハビ
リテーション科・人間ドック科・病理診断科
糖尿病センター・脊椎脊髄センター・脳卒中センター

医師
数

常勤 59名

基幹病院
千葉中央メディカルセンター：内科・外科・救急・麻酔・

外来・選択

協力型病院
千葉県こども病院 ：小児科
下総精神医療センター ：精神科
千葉メディカルセンター ：産婦人科

協力施設 千城台クリニック ：地域医療



患者数
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2019年度実績

＜外 来＞

年 間 187,777人 ＜延入院患者＞

年 間 93,921人

平均在院日数 13.1日
＜救急車＞

年 間 4,706台

1日平均 12.9台



当院の実際
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➢中規模病院であり、千葉中央メディカルセンターの一員
であるという意識が強い
（家族的）（組織帰属意識）

➢組織に貢献しようと努力

➢患者さんをよくみる



当院の実際
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➢できないこと、知らないこと、わからないこと
がわかる

➢解決する（指導うける、練習する、同期と
教え合う）

➢成長する

➢うれしい、楽しい、充実



（１）千葉市の救急医療の現状
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救急体制
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☞ 内科（一般内科医、消化器内科医、研修医）

外科（整形外科医、消化器外科医、

泌尿器科医、形成外科医）

脳外科
循環器科（院内当直またはオンコール）

☞ 検査技師、薬剤師、放射線技師

☞ 緊急内視鏡、緊急手術コール体制



研修プログラム

15

内科 2 ヶ月

消化器内科 1.5 ヶ月

循環器内科 1.5 ヶ月

糖尿病内科 1 ヶ月

外科 2 ヶ月

泌尿器科 1 ヶ月

整形外科 1.5 ヶ月

脳神経外科 1.5 ヶ月

救急科 2 ヶ月

麻酔科 1 ヶ月

1 ヶ月

1 ヶ月

1 ヶ月

1 ヶ月

1 ヶ月

選
択 4 ヶ月

研修科 期間

内科

外科

救急

必
須

一般外来

地域医療

小児科

産婦人科

精神科

内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、外
科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、形成外
科、眼科、皮膚科、救急科、麻酔科、人工透析内
科、放射線科



ローテーション
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原則として、
1つの科に同時に回る研修医は1名
もしくは1年と2年各1名ずつの2名

基本的に年次ごとの振り分けは下記の通り
1年次
内科（一般・消化器・循環器・糖尿） 6ヶ月
救急（救急・麻酔） 3ヶ月
外科（外科・泌尿器） 3ヶ月

2年次
外科（整形・脳外） 3ヶ月
小児・産婦・精神・地域医療 各1ヶ月
一般外来診療 1ヶ月
選択科目 4ヶ月

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

1年

オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン

内科 救急 麻酔 泌尿器 糖尿 救急 消化器 循環器 外科

糖尿 救急 内科 外科 麻酔 泌尿器 救急 消化器 循環器

消化器 循環器 救急 内科 外科 糖尿 麻酔 救急 泌尿器

泌尿器 糖尿 消化器 循環器 救急 内科 外科 麻酔 救急

救急 麻酔 外科 消化器 循環器 救急 内科 泌尿器 糖尿

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

2年

オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン

外来 産婦 整形 脳外 地域 精神 小児

整形 脳外 外来 精神 小児 産婦 地域

外来 産婦 脳外 整形 地域 小児 精神

脳外 整形 産婦 外来 小児 精神 地域

小児 外来 精神 産婦 地域 脳外 整形



教育研修
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Off the job

ランチョンレクチャー

体系的にとらえた39のカリキュラム。

指導医がそれぞれの得意分野を受け持ち、個性
豊かに後輩に伝授

ミニマムエッセンスを昼の30分で伝授するラン
チョンレクチャーと

最重点項目やハンズオンをじっくり伝えるコア
レクチャー。

コアレクチャー ハンズオン

臨床研修レクチャー



総合診療、臨床推論、診断学
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教育研修
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脳外科抄読会・内科抄読会

学会発表

院内抄読会・学会発表
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募集要項

医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター 22

定員 ５ 名

処遇

【身分】常勤医

【宿舎】有（法人借上宿舎 一部自己負担：有）

【研修手当】

（給与）1年次：月額 420,000円 2年次：月額 470,000円

（当直手当 ）1年次 平日10,000円、土曜15,000円、日曜 20,000円

2年次 平日50,000円、土曜75,000円、日曜100,000円

【保険】健康保険等社会保険あり

医師賠償責任保険は病院において加入、個人加入は推奨

【外部研修活動】学会、研究会等への参加可。参加費用の支給有

※アルバイト診療は禁止いたします

研修期間 2 年間 （うち約4ヶ月は院外 協力病院にて研修）



病院見学
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病院見学の流れ
8時 ・モーニングサークル 朝回診
9時 ・オリエンテーション

病院説明、研修プログラム等の説明
10時 ・希望診療科の見学

（Dr.と昼食）
・研修医との歓談

16時 ・院長面談

見学申し込み

見学希望の診療科をお選びください。

内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、和漢診療科、人工透析内科、

外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、形成外科、救急科、麻酔科

◇一日コースを原則としております。

◇特別な事情がある場合、半日コースもお受けしております。

◇見学日は原則平日とさせていただきます。

◇初回に限り片道交通費を支給いたします。



選考の流れ
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書類提出：2021年7月末〆切

当院での研修に興味をお持ちの方は病院見学にお越しいただいてから、7月末までに応募書類を提出
してください。8月下旬に実施する試験のご案内をお送りします。

採用試験：2021年8月下旬

マッチング：2021年10月

病院見学：随 時
応募書類

履歴書
健康診断書
卒業見込証明書



採用試験
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当院の採用試験

2020受験者出身校 （定員5名 / 13人）
琉球大学、福島県立医大、秋田大学、千葉大学、埼玉医大、新潟大
産業医大、順天堂大学、金沢医大、東京医大

2019受験者出身校（定員4名 / 21人）
福島県立医大、独協医大、岩手医大、千葉大、帝京大、日本大学、
金沢医大、日本医大、産業医大、新潟大、東京医大、山口大、
東京慈恵会医大、山形大、昭和大、宮崎大



採用試験
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当院の採用試験

a) 病院見学のときの研修医による評価 （20点）
b) 筆記試験 （200点）
c) 面接 （200点）

総合得点で評価



採用試験 研修医評価 やる気、本気度、コミュニケーションなど
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採用試験 筆記試験2020  平均88.1    標準偏差 15.7
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面接：礼節、意欲、コミュニケーション、健康、期待値など １人50点ｘ面接官４名
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院長先生の資料と問題
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院長先生の資料と問題
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Contact us！
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病院ホームページにも初期研修医関連の情報を載せています。
是非ご覧ください。

ご質問・見学申し込み等 お気軽にご連絡ください。

resident@ccmc.seikei-kai.or.jp

千葉医師研修支援ネットワーク経由のお申し込みも歓迎します。

検索千葉中央メディカルセンター



Thank you
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閲覧いただき、ありがとうございました


