
 

 
 

こうのだい 

国⽴国際医療研究センター国府台病院 初期臨床研修プログラム 

【国府台病院の初期臨床研修基本⽅針】 
国府台病院は、⾼度専⾨医療に関する診療と研究を⾏う国⽴研究開発法⼈の中では初期臨床研

修医を募集している数少ない病院です。 
臓器別診療に偏らず総合的な診療が実施できる若⼿医師を育成することを初期臨床研修の基本⽅

針としています。 
 
平成20年４⽉に国⽴精神・神経センターから国⽴国際医療研究センターに再編成され、国内有数の

精神科・児童精神科、⼼療内科とともに⾝体疾患の診療科も充実するようになりました。 
その結果、⾝体疾患と精神疾患を併せ持つ患者が数多く集まるようになり、精神疾患を持つ患者の⾝体合

併症の診療を⾏う機会が増えて当院の特⾊となっています。 
国府台病院は、地域に密着して診療を⾏う中規模病院であり、⼤病院ほど専⾨家は多くなく、専⾨分化

も進んでいませんが、その分診療科の垣根が低く、face to faceで密な連携が⾏われており、診療科⻑と
研修医との距離も近く直接指導が受けやすい環境です。 

 
近年は 12 名の初期研修医募集に対してフルマッチが続いており、全国各地から意欲ある初期研修医が

集まっています。また約半数が⼥性研修医です。 
 
組織再編成の⺟体となった東京都新宿区の国⽴国際医療研究センター病院は、数⼗年に渡り数多く

の研修医を採⽤、育成してきた伝統と実績があります。組織の再編成から10年以上が経ち、国府台病院
においても、このノウハウを⽣かした初期臨床教育システムを採⽤しています。実際の初期研修・後期研修
でも国⽴国際医療研究センター病院との連携を⾏い充実させています。 

 
内科と精神科は新専⾨医制度でも基幹施設になっており、継続して後期研修も可能です。その他の診

療科でも連携施設として後期研修の⼀定期間研修が可能な科も多くあります。 
 
国府台病院は精神・神経センター時代からの⾼度な精神科診療を継承し、肝炎・免疫研究センター

と共同しながら「臨床研究、⼈材育成、情報発信」といったナショナルセンターの使命を担う病院づくりを進
めています。初期研修医でも希望すれば、上級医の指導を受けながら、臨床研究を⾏うことも可能です。
臨床研究⽀援も充実しています。 

われわれと⼀緒に学び、幅広い診療能⼒と基礎的な臨床研究能⼒修得を⽬指しましょう。私たちは
⽀援の努⼒を惜しみません。 

 



 

【国府台病院初期臨床研修プログラムの特徴】 
当院の初期臨床研修は⼼⾝両⾯からのアプローチが出来る総

合的な臨床能⼒の修得を第⼀の⽬的としています。また、専⾨
性の⾼い診療にも携われるプログラムを⽬指しており、以下の特
徴があります。 
(1)  精神科、児童精神科、⼼療内科の揃った総合

病院で、⾝体疾患と精神疾患の両⽅が研修でき
る。 

国内有数の精神科、児童精神科、⼼療内科を有しており、多
彩な疾患かつ様々な重症度の患者を数多く診療しています。精
神疾患を持つ患者の⾝体合併症の診療も数多くこなしています。
研修医もチームの⼀員として診療に参加し、多くの経験をするこ
とが可能です。 
 
(2) 様々な疾患を臓器別診療科の垣根の低いチーム診療の中で研修を⾏う。 
 地域で発⽣するcommon diseaseを中⼼に、専⾨性の⾼い希少な症例の診療も⾏っています。最も⻑い
統合内科研修では総合内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、循環器内科、リウマチ・膠原病科、腎臓
内科、神経内科の合同になっており、臓器別診療科の垣根を越えたチームで診療にあたることもあります。初
期研修では多彩な疾患を同時に幅広く研修することが可能です。その他の診療科研修においても、診療科の
垣根が低く、密なコンサルトが容易で、数多くの経験を積むことができます。 
 
(3) 規模と地域が異なる国府台病院とセンター病院が共同して研修を⾏う。 

⼤学病院同様に専⾨性が⾼く診療科が揃っている東京都新宿区の国⽴国際医療研究センター病院(以
下センター病院)と密に連携しており、救急研修、産婦⼈科研修はセンター病院での研修を⾏います。また、選
択科⽬でも⼀定の期間センター病院の診療科を選択します。 

 
(4) 選択期間が⻑く、希望に応じた研修計画を組むことが出来る。 

34週間の⾃由選択期間があり、国府台病院とセンター病院から選択して研修することができます。特定の
科を集中的に研修することも可能です。 

 

(5) 臨床研究を⽀援する体制が整っており積極的な指導を受けることができる。 
国⽴研究開発法⼈の⼀翼を担う病院であり、肝炎免疫研究センターを中⼼に臨床研究が盛んにおこなわれ
ています。臨床研究⽀援室を中⼼に研究に関わる様々なサポートも受けられます。研修医も希望があれば上
級医の指導の下で臨床研究を⾏うことが可能です。 



 

【国府台病院初期研修の特徴】 
１） 指導医との距離が近く、診療科⻑からの指導

も直接うける機会が多い。 
国府台病院は中規模病院で、どの診療科も規模は⼤き
くありません。但しその分、診療科⻑を含めた指導医との
距離は近く、直接指導を受ける機会が数多くあります。
医局も総合医局で、研修医、レジデント、フェロー、医員
が⼀か所に集まっているのでコミュニケーションがとりやすい
環境になっています。 

２） 救急研修はセンター病院と国府台病院で⾏い、
3次までの救急を経験できる。 

救急研修は必修の研修として国⽴国際医療研究セ
ンター病院救命救急センターで4週間⾏います。3次救
急指定病院で、年間の救急⾞受け⼊れ件数は1万台を超えており、軽症から重症まで様々な重症度
の多彩な疾患を短期間で経験できます。また、国府台病院救急科は2次救急患者の診療を⾏ってお
り、選択研修することが可能です。週1回ほどの宿⽇直も救急研修の⼀貫で⾏っており、様々な指導
医のもとで経験を積みます。 

３） 仕事のオン・オフがはっきりしており、メリハリのある研修を⾏える。 
基本的に、夜間休⽇は全科当直医対応となっており、呼び出しを受ける回数は多くありません。また、

当直明けの半⽇休暇も確保されており、⾁体的な負荷が過⼤にならないように配慮しています。仕事
のオン・オフがはっきりしており、休⽇の予定は⼊れやすい環境です。 

４） 多彩な出⾝⼤学で、多くの仲間と研修できる。 
出⾝⼤学は国公⽴・私⽴含め多彩で、⾸都圏を中⼼に全

国から研修医が集まります。また、センター病院研修があるため、
センター病院研修医とも交流があり多くの仲間ができます。 

５） 募集定員の12名は毎年フルマッチが続いている。 
2015年度から定員を12名にしていますが、毎年40名前後の
応募者がありフルマッチが続いています。 

６） 約半数は⼥性研修医。 
2015年度以降、⼥性研修医のマッチングも多く、毎年4-6名
の⼥性研修医が⼊職しています。 

７） 教育研修棟として、敷地内に研修医寮が完備され
ている。 
2013年度に教育研修棟も作られ、初期研修の2年間は居住できるようになりました。 



 

【研修科⽬と期間と施設、期間】 
研修科⽬ 診療科 研修施設 研修

期間 
備考 

内科系 統合内科 国府台病院 16週 総合内科、糖尿病内分泌内科、呼
吸器内科、循環器内科、リウマチ膠
原病/腎臓内科の合同ローテート 

消化器・
肝臓内科 

8週  

⼼療内科 4週  
救急 センター病院 4週  

国府台病院 ― 宿⽇直 
外科系 外科 国府台病院 8週  

外科選択
必修 

4週 脳神経外科、泌尿器科、眼科、整
形外科、⽿⿐咽喉科から1科を選択 

⿇酔科 国府台病院 6週  
精神科 国府台病院 4週  

産婦⼈科 センター病院 4週  
⼩児科 センター病院 4週  

国⽴病院機構下志津病院  
柏厚⽣総合病院 4-8週 ⼩児科研修を8週間⾏う場合

は、選択期間を4週間充てる 松⼾市⽴総合医療センター 8週 
地域医療 国⽴病院機構花巻病院 4週 岩⼿県花巻市 

⼤野中央病院 千葉県市川市 
さくらライフクリニック 

吉岡医院 
吉野内科・神経内科医院 

仁整形外科クリニック 
⾦町脳神経内科・⽿⿐咽喉科 東京都葛飾区 

聖⼼醫院 
やごうクリニック 東京都板橋区 

選択科 国府台病院 34週 選択可能科は下記⑨参照 
センター病院 選択可能科は下記⑨参照 

① 1 診療科の研修期間は、4 週間を１クールとして⾏う。ただし、第1クールと第2クール、⿇酔科は６週間とする。
選択科については２週間単位で研修できる診療科もある。 

② 内科については、「統合内科」16 週間、「消化器科」8 週間、「⼼療内科」４週間とする。 



 

③ 「救急」については原則として、東京都新宿区の国⽴国際医療研究センター病院（以下、センター病院）
での研修を4 週間⾏い、国府台病院での宿⽇直も救急研修の⼀貫として⾏う。 

④ 病院で定めた必修科⽬の外科については、「外科」が ２クール、外科系選択必修として 1 クールを「脳神経
外科」「泌尿器科」「整形外科」「眼科」「⽿⿐咽喉科」の中から 1 科を選択して⾏う 

⑤ 「⼩児科」は 2 年⽬の研修とし、国⽴病院機構下志津病院⼩児科を選択した場合は１クール、柏厚⽣総
合病院⼩児科を選択した場合は2クールまたは1クール。松⼾市⽴総合医療センター⼩児科を選択した場
合は2クールの研修となる（柏厚⽣総合病院、松⼾市⽴総合医療センターでの２クール研修の1クール
分は選択科の期間を充当する）。 

⑥ 「産婦⼈科」はセンター病院にて1クール⾏う。 
⑦ 「⼀般外来研修」は統合内科、外科、地域医療、⼩児科で⾏う。  
⑧ 地域医療は1クールで国⽴病院機構花巻病院、⼤野中央病院、聖⼼醫院、吉岡医院、さくらライフクリ

ニック、常盤平中央病院、仁整形外科クリニック、⾦町脳神経内科・⽿⿐咽喉科、吉野内科・神経内科
医院、やごうクリニックより1つを選択して⾏う。 

⑨ ⾃由選択期間は8.5クールで、当院とセンター病院から決められた選択期間で⾏う。当院で選択できる診
療科は「⽪膚科」「眼科」「⽿⿐咽喉科」「放射線科」「病理」「統合内科」「消化器科」「⼼療内科」「外科」
「脳神経外科」「泌尿器科」「整形外科」「精神科」「児童精神科」「⿇酔科」「救急科」とする。センター病
院で選択できる診療科は「循環器内科」「呼吸器内科」「消化器内科」「腎臓内科」「糖尿病内分泌代謝
科」「⾎液内科」「膠原病科」「神経内科」「総合診療科」「救急科」「総合感染症科」「エイズ治療・研究
開発センター」「⼀般・腹部外科」「⾷道胃外科」「⼤腸肛⾨外科」「肝胆膵外科」「乳腺センター」「泌尿
器科」「⿇酔科」「⽪膚科」「眼科」「リハビリテーション科」「⼩児科」「放射線科」「病理診断科」「精神科」
「集中治療科」「腫瘍診療科」「⼼臓⾎管外科」「呼吸器外科」「整形外科」「脳神経外科」「⽿⿐咽喉科」
「形成外科」「産婦⼈科」「救急科」とする。 

 
【ローテーション例】 
 
  
《1年目》 

《2年目》 



 

【国府台病院の特徴と診療体制】 

⼀般診療科は内科130床、外科70床。精神科は児童
精神科と併せて135床の⼊院病床があります。  

内科系は⼤きく統合内科、消化器・肝臓内科、⼼療内科
に分かれています。統合内科には総合内科、糖尿病・内分
泌内科、呼吸器内科、循環器内科、リウマチ・膠原病科、腎
臓内科、神経内科が含まれますが、これらの科は密接に連携
して診療を⾏っており、毎⽇のミーティングと新患カンファレンス、
週2回の全体カンファレンスを毎週開いています。 

消化器・肝臓内科は、消化管や肝膵を主に扱う消化器内
科と肝臓を専⾨的に扱う肝臓内科に分かれます。肝炎・免疫
研究センターと共同で診療や研究を⾏っています。 

⼼療内科も内科の⼀部⾨で摂⾷障害を中⼼に⼼⾝両⾯
からのアプローチで診療を⾏っています。 

 精神科は精神科、児童精神科を含みます。精神科は両科とも国内有数の診療規模を誇ります。 

外科系診療科は外科、整形外科、脳神経外科、⼼臓⾎管外科、泌尿器科、眼科、⽿⿐咽喉科、⽪膚
科があります。どの科も⽐較的⼩規模ですが、その分診療科ごとの垣根は低く、密な連携が⾏われています。 

 
 



 

【病院設備】 
⼀般診療科病棟（200 床）及び肝炎・免疫研究センターは平成24年10⽉に完成しました。精神科の

⼊院病棟も新しい病棟に移るための、改修⼯事を進めています。 

平成27年7⽉に⼀般診療科の外来棟がオープンし、市川・松⼾道路から⾒える国府台病院の景観が
⼤きく変わりました。 

新しい外来管理治療棟は地上５階建て、延べ床⾯積は約１万5千平⽅メートルで、分散していた検
査部⾨、放射線部⾨、⼿術部⾨、管理部⾨を新棟に集約し、⼀般病棟と各階で接続しているため、各
部⾨と外来診療部⾨、病棟の連携が格段に向上し、迅速な医療の提供ができるようになりました。 

 
鉄筋コンクリート造地上 5 階建（建築⾯積 約 3,000 ㎡、延床⾯積約 15,000 ㎡） 



 

【教育研修棟】 
初期研修医の寮として2013年に建てられました。敷地内であり⾮常に便利です。 

 
[間取り図] 

  
 

 
 

 
  
 
 

  

建築年 2013 年（平成 25 年）2 月 

構造 ＲＣ造３階建、居住スペース２・３階部分 

専有面積 ２１．９３㎡ 

間取り ワンルームタイプ 

宿舎費 月額１３，４５０円 

共益費 月額３，０００円 

電気 病院契約、即使用可。契約電力：４０Ａ 

水道 病院契約、即使用可 

ガス 各自で個別契約（給湯はガス炊き） 

回

線 

電話 差し込み口あり 

インターネット 
建物まで光回線引き込み済、個別契約で

光回線使用可 

テレビ 地上デジタル、ＢＳの２回線 

備

え

付

け

設

備 

キッチン ガスコンロ：２口、グリル機能あり 

洗面室 
シャワーヘッド付き洗面化粧台横にクロー

ゼット、脱衣スペース 

浴室 浴槽、シャワー付き 

トイレ ウォシュレット付きトイレ 

クローゼット 玄関：靴入用、居室：衣服用 

照明器具 備え付けあり 

冷暖房 エアコン付き 

セキュリティー 
オートロック 

１階共用玄関は居住用カードキーで出入り 



 

月　日 8:30 9:15 9:30 9:45 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:15 15:45 16:15 17:15 18:00

４月２日
（月）

写真

撮影

オリエ

ン
テー

ション

歓
迎

会

管理課

山形

庶務

係長
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４月３日
（火）

月　日 8:30 9:30 10:00 13:00 14:00 14:30 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45

４月４日

（水）

月　日 8:30 13:30 14:00 16:00

４月５日

（木）
準備

月　日 8:30 11:30 13:00 14:15 15:00 15:15 16:00

４月６日

（金）

研修プログラム及び
ローテート説明

<医局会議室＞

山形庶務係長

（医療教育部門）

情報セキュリ

ティ
事務手続き

管理課 管理課

辞令交付
個人情報管理

業績評価
就業規則等

休息

副院長

（中会議室）
服部管理専門職

昼食

NCGMと経営

宇都事務部長

病院の概要と機能
診療の機能

杉山院長or青柳副院長

５階

講義

室

移動

12:00

藤平管理課長

緊急対応について

ＩＣＤ矢崎感染症内科医師

奥寺感染管理認定看護師

小川臨床検

査技師長

廣井

副薬剤部長

関口

副診療放射線

技師長

髙嶋医事専門職

中上患者相談専門職

薬剤部

泥谷看護師長
宇佐美

診療科長

休

息

放射線科
臨床研究者

認定

について

・診療報酬と病院経営
・職員の受診手続きに

ついて

森田栄養

管理室長

昼食

臨床検査

12:00

認定看護師活動紹介 褥瘡対策 医療安全管理（講義・演習）

　職業倫理
　　・社会人の自覚

　　・組織で働くということ

　　・健康管理

接遇に
ついて

関根看護師長
関根

看護師長

院内感染防止（講義・演習）

12:30

大塚主任理

学療法士

昼食

ＩＣＤ・感染管理認定看護師・

医療安全管理者

病名登録・DPC

山下診療情報管理士
（一般病棟会議室）

SIP（一般病棟会議室）

臨床研究の意義と実践
医師人生の歩き方
＜一般病棟会議室＞

昼食

電子カルテ研修

（ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ・医師1）

リハビリ

足立総合

内科医師

青木第二

消化器内科

医師

山形庶務係長
（医療教育部門）

12:00

昼食

狩野医療教育・臨床研究支援部門長（講義室）

事務連絡

＜一般病棟会議室＞

剖検CPCと

レポート作

成に
ついて

石田部門長
（一般病棟）

電子カルテ研修

（医師2・自主練習）

SIP（一般病棟会議室）
酒匂診療科長

（一般病棟会議室）
狩野医療教育・臨床

研究支援部門長

休

息

青木第二消化器内科

医師

（一般病棟会議室）

田村（一般病

棟会議室）

（医療

教育部門）

9:00～　　技術演習（採血、筋肉・皮下注射、留置針挿入、導尿、留置カテーテル）

同意書の意

義と取り方
<医局会議室＞

ﾛｰﾃｰﾄ決め
<医局会議室＞

各認定看護師
小岩井

皮膚排泄ケア

認定看護師

飯田医療安全管理者

準備

髙齊

看護師長

院内感染防止（講義・演習）

医療安全管理（講義・演習） 休
息

栄養
管理室

ＮＳＴ
地域医療
連携室

診療マニュアル

について

メンタルヘ

ルス

【オリエンテーション】 
⼊職して最初の1週間はオリエンテーションです。 
 

 
  

《院長挨拶》 《技術演習》 



 

【メンター制度】 
 メンターとは、年間を通して継続して研修医の相談役になる上級医です。研修医⾃⾝が依頼してメンターを
決めます。 

⼊職したばかりで短期のローテーションで様々な科を変わっていく研修医はストレスも多く、相談する相⼿も乏
しくなりがちです。 

⽐較的年齢の近いメンターが気軽な相談役となり、研修や⽣活に関するアドバイスをもらえます。 
 
《メンターの仕組み》 
 レジデント2、3年⽬/フェロー/医員の中から1〜2⼈メンターを研修医が依頼。 
 メンターは研修医からの個別相談を受ける。 
 教育部⾨⻑、副部⾨⻑はメンターの相談役。研修医からの直接相談も受ける 
 2年⽬研修医も1年⽬の相談役になる。 
 メンターは研修医と個別⾯談をする（1年⽬研修医は必須）。 
 問題が⽣じたらメンター相談会議を開いて対応を協議する。 

 
  



 

【研修医勉強会など】 
・ ⽉１回程度、研修医向け勉強会を開催。企画運営は研修医⾃⾝で⾏い、医療教育部⾨の医師、各

科教育担当の上級医やレジデントがサポートしています。 

・ 研修医が専⾨の上級医から受け⾝での勉強だけではなく、研修医⾃⾝が知りたい内容で企画し、研修医⾃
⾝が教えるスキルを向上させることも⽬標としている。 

・ 具体的には、研修医２年⽬が企画・運営し、講師も⾏うことで、⾃⾝がより深く勉強し、また１年⽬と近
い⽬線で教えることを重視している。 

・ 他にも⼼療内科主催の研修医向け⼊⾨セミナーや各科の抄読会、臨床研究講習・医療安全・NST
（Nutrition Support Team）・ICT(Infection control team)・オープンカンファレンス（内科・外
科・精神科合同カンファレンス）などさまざまな勉強の機会を設けている。 

 

《これまでの研修医勉強会のテーマ》 
救急初期対応の基本、外傷の初期対応、⾻折の診断と固定、ショックの診断と対応、⾎液ガスの
読み⽅ 
酸素の使い⽅、⼈⼯呼吸器の基本、栄養療法の基本、中⼼静脈カテーテルとPICC、リハビリ 
発熱患者の考え⽅、抗菌薬の考え⽅と使い⽅、培養結果のみかた 
意識障害、頭部CTのみかた、脳波のみかた、めまい、アルコール依存症、せん妄と不眠 
胸部レントゲンの読み⽅、⼼電図と不整脈、 
急性腹症、消化管出⾎、イレウスの画像診断、便検査 
腎機能障害を、尿所⾒の読み⽅、 
在宅介護について、ソーシャルワークと社会資源、死⽣観とDNAR 
 

  



 

【研修医修了発表会】 
多くの研修医が、研修医の２年間、またはレジデント１年⽬に、様々な学会で症例報告や臨床研究の

発表を 経験しますが、2 年間の研修の締めくくりとして研修医修了発表会が2年⽬の3⽉に開かれます。 

研修期間に経験した症例や取り組んだ臨床研究をまとめて、上級医の指導を受けて準備し、発表す
る機会です。これが終わると初期研修卒業です。25 年度からはベストプレゼン賞を設けて、最も優れた発
表をした研修医を表彰しております。 

《2018年度研修終了発表会》 

No.   タイトル   
１   統合失調症および糖尿病患者のサルコペニアについての後ろ向き観察研究 

２   電気痙攣療法期間中の肺動脈⾎栓塞栓発症の危険因⼦に関する後⽅視的検討 

３   穿孔性⾍垂炎から⾨脈ガス⾎症を来した⼀例 

４   腎臓に原発した rhabdoid tumor の⼀例 

５   下剤濫⽤を伴う神経性やせ症に肝線維化・間質性腎炎を合併した⼀例 

６   胃壁内気腫症を来たしたが保存的加療が奏功した 1 例 

７   ２型糖尿病を合併した抑うつ患者の⾷⾏動と⾎糖コントロールに関する後⽅視研究 

８   トルバプタンが著効した急性⼼不全、腎不全の⼀例 

９   サラゾスルファピリジンを被疑薬とした発熱性好中球減少症 

10   多彩な眼合併症を繰り返したアドヒアランス不良な２型糖尿病の１例 

11   潰瘍の病態に応じた適切な治療により⾜切断を免れた糖尿病性壊疽の１例 

12   ミラーニューロン  “共感”は科学できるか 

 
 

 



 

＜研修病院形態＞ 基幹型臨床研修病院 
＜応募資格＞ 医師臨床研修マッチング参加者で、下記のいずれかに該当する者 

① 令和２年３⽉までの⼤学卒業予定者で、同年４⽉までに医師免許取得⾒込の者 
② ⼤学卒業者で、令和２年４⽉までに医師免許取得⾒込の者 

＜募集⼈員＞ １２名 
＜応募⼿続＞ 以下の提出書類を期限までに庶務係⻑までご送付ください。 
 
① 提出書類 

（１） 採⽤願書（当院指定） 
（２） 履歴書 
（３） ⼤学卒業⾒込証明書（卒業⾒込者） ⼜は 

⼤学卒業証書の写し・⼤学卒業証明書（既卒者） 
（４） ⼤学成績証明書 

（⾚字の書類については当病院のホームページよりダウンロードして下さい。） 

http://www.ncgmkohnodai.go.jp/boshu/005/h29_shokikenshui.html 
＊健康診断書は内定後に提出いただきます（選考時提出不要）。 

 
② 提出期限︓令和元年７⽉１⽇（⽉）〜令和元年８⽉２3⽇（⾦）＜必着＞ 

※希望する⾯接回の 1 週間前までに必着 
 
③ 提出先         〒２７２－８５１６  

千葉県市川市国府台１－７－１ 国⽴研究開発法⼈ 
国⽴国際医療研究センター国府台病院 管理課 庶務係⻑ 宛 

（封筒に朱書きで＜初期臨床研修医採⽤願書在中＞と記⼊して下さい。） 
 
＜選考⽅法＞ 書類選考 及び ⾯接 （⾯接は３回の中から希望⽇） 

①第１回︓令和元年８⽉２⽇（⾦）⼣⽅ 
＜対象者は、７⽉２6⽇（⾦）採⽤願書到着分まで＞ 

②第２回︓令和元年８⽉１７⽇（⼟）午前 
＜対象者は、８⽉９⽇（⾦）採⽤願書到着分まで＞ 

③第３回︓令和元年８⽉３１⽇（⼟）午前 
＜対象者は、８⽉２3⽇（⾦）採⽤願書到着分まで＞ 

 
  

国府台 研修医 検索 



 

＜⾝分＞ ⾮常勤職員（変更の可能性あり） 
＜待遇等＞ 給与︓⽉額基本給税込約30万円 

保険︓社会保険適⽤ 
宿舎︓あり 
修了︓所定の研修を修了したものには修了証書を交付する。 
アルバイト︓不可 

＜結果通知＞ マッチングに参加し、結果発表後に仮契約を⾏う。 
＜採⽤に関するお問い合わせ先＞ 

国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター 

国府台病院管理課庶務係⻑ 

電話︓０４７－３７５－４７１４（直通） 

FAX︓０４７－３７２－１８５８ 
e-mail︓ka0118yamagata@hospk.ncgm.go.jp



病院見学について 
 

＜病院⾒学申込⽅法＞ 
・ 下記ホームページより「病院⾒学申込書」をダウンロードし、上記e-mail へ送信して下さい。 

http://www.ncgmkohnodai.go.jp/boshu/050/h29_kengaku_shoki.htm 
 

・ 担当診療科医師と⽇程調整後、⾒学⽇・時間等をお知らせ致します。 
 

 ⾒学可能⽇ 

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 

統合内科※ 〇 〇 〇 〇 〇 

消化器科・肝臓内科 〇 〇 〇 〇 〇 

⼼療内科 
  

〇 
  

外科 〇 〇 〇 〇 〇 

脳神経外科 〇 〇 〇 〇 〇 

泌尿器科 
 

〇 
  

〇 

眼科 〇 〇 〇 〇 〇 

精神科 〇 〇 〇 〇 〇 

児童精神科 〇 〇 〇 〇 〇 

※統合内科は総合内科、糖尿・内分泌、呼吸器科、リウマチ・膠原病／腎臓内科、循環器科、神経内科を含む 

・ 1 ⽇ 1 診療科のみとなります。 
・ 上記に掲載されていない診療科は、現在⾒学を⾏っておりません。 
・ 統合内科については、含まれる特定診療科のみの⾒学は⾏っておりません。統合内科としての⾒学

になります。 

 
＜児童精神科説明会／サマーセミナー／ウインターセミナー2019＞ 

・ 医学⽣（5 年⽣以上）は児童精神科の⾒学希望者は、上記にご参加ください。 
・ 詳しくは以下のページをご覧ください。 

http://www.ncgmkohnodai.go.jp/subject/100/010/jidouseisin.html#05 
 

＜その他＞ 
・ ロッカーはありますが、更⾐室がないので、⽩⾐を⽻織るだけでよい服装で来院ください。 
・ 宿泊施設は⽤意していません。各⾃でお願い致します。 
・ 駐⾞場狭隘のため、公共機関を利⽤してお越し下さい。 


