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信頼される医師を目指して



臨床研修
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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
勉強会 手技
見学型 参加型

同期の人数、症例数、指導医….

医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター



千葉中央メディカルセンターの研修医（手技）
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千葉中央メディカルセンターの研修医（学術）
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ベストプレゼンテーション
（誠馨会グループ）

院内テスト1位

第669回日本内科学会関東地方会
奨励賞・指導医賞

第82回日本臨床外科学会総会
研修医Award



千葉中央メディカルセンターの研修医（学術）
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基本的臨床研修能力評価試験

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

総合 365位 46位 5位 11位

1年次 264位 6位 5位 116位

2年次 304位 251位 96位 1位

6000～8000人の研修医（600以上の病院:各年次400以上の病院）が受験



千葉中央メディカルセンター
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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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（ ）な医師になりたい

だから

（ ）な臨床研修をしたい

ただし、本当に必要なものはわからない



千葉中央メディカルセンター
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将来を決めている or 何も決めていない

だからこそ積極的に
「なんでも見てみよう、参加してみよう、

経験してみよう」



千葉中央メディカルセンター
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ただし、教育・指導医・設備・システム・雰囲気が
良ければ、より充実した研修に繋がる

将来を決めている or 何も決めていない

だからこそ積極的に
「なんでも見てみよう、参加してみよう、

経験してみよう」



当院の考え方:基礎体力＝裾野つくり
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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高い
（家族的）（組織帰属意識）

➢組織に貢献できている実感

➢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（指導をうける、練習する、自ら教える）

➢成長する

➢充実感、満足感、そしてさらなる向上心



（１）千葉市の救急医療の現状
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千葉県の臨床研修病院 所在地

14



救急体制
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☞ 内科系（一般内科医、消化器内科医、研修医）
外科系（整形外科医、消化器外科医、

泌尿器科医、形成外科医）
脳外科 （脳外科医）
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
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必須科
内科系 ６ヵ月

（内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科）
外科系 ６ヵ月

（一般・消化器外科、泌尿器科、整形外科、脳外科）
救急科 ２ヵ月
麻酔科 １ヵ月
一般外来研修 １ヵ月
地域医療 １ヵ月
小児科 １ヵ月
産婦人科 １ヵ月
精神科 １ヵ月

選択科 ４ヵ月



ローテーション
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3月

1年

内科 救急 外科 泌尿器 循環器 消化器 糖尿 救急

9月 10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月

内科 麻酔

循環器

糖尿 泌尿器 内科 救急 麻酔 救急 外科 内科 循環器 消化器

泌尿器 内科 救急 糖尿 外科 麻酔 内科 救急 消化器

救急

救急 糖尿

消化器 循環器 泌尿器 内科 糖尿 内科 救急 外科

外科 泌尿器 内科 救急 消化器 循環器 麻酔 内科

麻酔

2月 3月

2年

脳外 整形 消化器 精神 地域 外来 形成

8月 9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月

産婦 東 消化器 精神 整形 脳外

小児 産婦 東 脳外 外科

整形 脳外 精神 外来 小児 整形

外科 外来 地域 糖尿 小児 放射線/内科

地域 産婦 東 形成 糖尿 整形

外科 精神 麻酔 外来 産婦cmc

麻酔 形成 外来 脳外 整形

形成 脳外 整形 小児 地域 泌尿器

産婦cmc 精神 地域 泌尿器 整形小児



教育研修
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Off the job

ランチョンレクチャー

コアレクチャー ハンズオン

臨床研修レクチャー

ランチョンレクチャー コアレクチャー

医療面接・身体診察① 鈴木先生

医療面接・身体診察② 鈴木先生 5月 中心静脈カテーテル 木下先生

レスピレーターのしくみと設定 CE 杉本主任 救急外来で役に立つ縫合のコツ 和田先生

カルテ・診断書の書き方 福田院⾧ 腹部US検査
須永先生・佐藤先生

黒沢先生

心電図の基礎 西本先生 血液型判定・交差適合試験 保健科学

意識障害のみかた 本島先生 心臓US検査 磯山先生

ACS 金村先生

リウマチ入門 猪熊先生

救急外来でみる皮膚疾患 秋元先生

検査室のきもち 首代さん

骨折に対する処置 泉対先生

胆嚢炎・胆管炎 黒沢先生

和漢入門 地野先生

めまい 木原先生

CKD 原(一)先生

吐下血の対応 黒沢先生

血液浄化法 柏木先生

肝炎、肝硬変 須永先生

熱傷 和田先生

眼科 エッセンス⓵白内障、緑内障 池尻先生

腰痛症 徳山先生

11月 JAMEP対策 松葉先生

12月 JAMEP対策 松葉先生

1月 JAMEP対策 松葉先生

6月

7月

10月

11月

4月

5月

6月

７月

８月

9月

外来診療勉強会（月1回）
論文抄読会（毎週水曜日）



教育研修
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Off the job

ランチョンレクチャー

コアレクチャー ハンズオン

臨床研修レクチャー

ランチョンレクチャー コアレクチャー

医療面接・身体診察① 鈴木先生

医療面接・身体診察② 鈴木先生 5月 中心静脈カテーテル 木下先生

レスピレーターのしくみと設定 CE 杉本主任 救急外来で役に立つ縫合のコツ 和田先生

カルテ・診断書の書き方 福田院⾧ 腹部US検査
須永先生・佐藤先生

黒沢先生

心電図の基礎 西本先生 血液型判定・交差適合試験 保健科学

意識障害のみかた 本島先生 心臓US検査 磯山先生

ACS 金村先生

リウマチ入門 猪熊先生

救急外来でみる皮膚疾患 秋元先生

検査室のきもち 首代さん

骨折に対する処置 泉対先生

胆嚢炎・胆管炎 黒沢先生

和漢入門 地野先生

めまい 木原先生

CKD 原(一)先生

吐下血の対応 黒沢先生

血液浄化法 柏木先生

肝炎、肝硬変 須永先生

熱傷 和田先生

眼科 エッセンス⓵白内障、緑内障 池尻先生

腰痛症 徳山先生

11月 JAMEP対策 松葉先生

12月 JAMEP対策 松葉先生

1月 JAMEP対策 松葉先生

6月

7月

10月

11月

4月

5月

6月

７月

８月

9月

外来診療勉強会（月1回）
論文抄読会（毎週水曜日）



千葉中央メディカルセンターの研修医（学術）
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基本的臨床研修能力評価試験

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

総合 365位 46位 5位 11位

1年次 264位 6位 5位 116位

2年次 304位 251位 96位 1位

6000～8000人の研修医（600以上の病院:各年次400以上の病院）が受験



募集要項
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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:2022年7月末頃〆

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:2022年8月24日

マッチング:2022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
2021受験者出身校 （定員5名 / 15人）
山形大学、信州大学、千葉大学、大阪大学、帝京大学、東京医大
福島県立医大、北里大学、名古屋市大、琉球大学

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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本日のご参加、ありがとうございました


