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■ 病床数　　　　1,132床
■ 診療科目

循環器センター（内科・外科）、消化器センター（内科・外科）、
呼吸器センター（内科・外科）、脳神経センター(内科・外科)、
腎臓センター（内科・外科）、血液科、総合診療内科、内分泌代謝科、
アレルギー・リウマチ科、臨床腫瘍科、感染症科、緩和ケア科、
放射線診断科、放射線治療科、精神科、皮膚科、乳腺科、移植外科、
形成外科、美容外科、整形外科、産科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、
眼科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科、病理診断科、
歯科口腔外科・矯正歯科

●子ども医療センター
小児科、小児外科、小児・先天性心臓血管外科、小児泌尿器科、
小児整形外科、小児脳神経外科、小児移植外科、小児形成外科、
子どもの心の診療科、小児耳鼻咽喉科、小児歯科口腔外科

病院概要

心 
mindful

─高いモチベーション

技 
skillful

─正しいスキル

体
powerful

─快適な研修生活

自治医大附属病院は、
医師国家試験～初期後期研修～専門医試験まで、
飽くなき努力を全力でサポートし、
あなたの希望を実現することを約束します。

■ 医師数　　　　744名（2022年4月1日現在）

■ 指導医数　　　357名（2022年4月1日現在）

■ 1日平均入院患者数　　 834名（2021年度）　

■ 1日平均外来患者数　 2,485名（2021年度）

■ 救急患者数　　　　   9,835名（2021年度）

■ 主な施設部門
　　・ 救命救急センター（三次救急指定）
　　・ 集中治療部（ＩＣＵ）
　　・ 冠動脈疾患集中治療部（ＣＣＵ）
　　・ 高度治療部（ＨＣＵ）
　　・ 総合周産期母子医療センター（ＭＦＩＣＵ、ＮＩＣＵ、ＧＣＵ）
　　・ 院内助産所
　　・ とちぎ子ども医療センター（大学併設型 137床）
　　・ 小児集中治療部（ＰＩＣＵ）
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　この度は、自治医科大学附属病院での初期臨床研修に興

味を持っていただき、有り難うございます。

　当院での研修には以下のような特長があります。

1．学閥・派閥のない自由な雰囲気
　自治医科大学卒業生は栃木県出身者以外は出身都道府

県で研修を行います。そのため、当院のレジデントのほとんど

は自治医科大学以外の卒業生で、出身大学はさまざまです。

2018年度〜2022年度には、全国57大学から卒業生を受け

入れています。

２．優秀で熱心な指導医と充実した研修プログラム
　当院では2年間の初期研修から専門医研修、その後の教

育・トレーニングまで、熱意のある有能な指導医が丁寧に指

導を行っています。また、当院は、早くから新専門医制度に対

応したプログラムを構築しており、基本19領域すべてにおい

て基幹施設としてのプログラムを有します。

　さらに、卒後臨床研修センターと地域臨床教育センター

が連携し、ジュニアレジデントからシニアレジデントへシーム

レスな教育・トレーニング体制を整備しています。毎年多くの

ジュニアレジデントがそのままシニアレジデントに進級してい

ます。

３．さまざまな関心領域に対応できる
    豊富な症例と高度の診療
　自治医科大学附属病院は、許可病床数1,132床、47診療

科の特定機能病院です。栃木・県南医療圏の基幹病院であ

ると同時に、周辺の隣接県（茨城県筑西・下妻医療圏、古河・

坂東医療圏、埼玉県利根医療圏など）からの受診者も多く、

2021年度の入院患者数は延べ327,230名、外来受診者数

は延べ601,338名、総手術件数は9.763件と、大学附属病院

として多くの患者さんを受け入れています。

　さまざまな小児専門診療科を集めたとちぎ子ども医療セン

ターは当院の特長の一つですが、その他にも、総合周産期母

子医療センター、重症心不全治療部、無菌治療部、成人先

天性心疾患センター、脳卒中センター、てんかんセンター、糖

尿病センター、リウマチセンターなど、common diseaseから

rare diseaseまでさまざまな特殊有床部門やセンターと専門

指導医を有していますので、幅広く研修医の皆さんの関心領

域に対応することができます。高度急性期医療・救急医療は

もちろんのこと、へき地医療を大きな柱の一つとする自治医

科大学の特性として充実した総合診療・地域医療の教育研

修を提供しているのも当院の特長の一つと言えます。

４．働き方改革への確実な対応
　働き方改革に対して、早くから裁量労働制、変形労働制を

導入し、業務の効率化、タスクシフティング・タスクシェアリン

グに積極的に取り組み、負担軽減を実現しています。特に看

護師の特定行為については、自治医科大学は看護師特定行

為研修センターを2015年に設立し、全国に先駆けた取り組

みを行っています。

　皆さんには、このような恵まれた環境で、医師としての最初

の2年間を過ごしていただき、しっかりとした臨床の実力を身

につけていただきたいと願っております。皆さんのご入職を、

職員一同、心よりお待ちしています。

病院長

川合 謙介

総合力のある
専門医育成を目標に、
恵まれた環境の中、
スタッフが丁寧に指導します。
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卒後臨床研修センターからのメッセージ

　自治医科大学は地域医療に貢献する医師を育てる使命があり、その理念が附属病院にも根
付いています。そのため大学病院としての役割だけでなく、地域医療の拠点としても重要な役割を
担っており、一次医療から三次医療まで幅広い診療を行っているのが自治医科大学附属病院の
特徴です。そのため、大学病院ならではの疾患だけでなく、いわゆる一般病院でよく遭遇する疾患ま
で経験できます。
　また、自治医科大学の卒業生は、基本的に附属病院に残らず出身県で初期研修を行うため、
学閥がなく自由な雰囲気のなかで研修を行うことができます。また、自治医科大学附属病院では、
現在の臨床研修制度が始まる前からローテーション方式の研修制度をとっており、各科でのロー
テーターへの指導法が確立しているため、初期研修には最適の環境といえるでしょう。
　その他、メディカルシミュレーションセンターや先端医療技術開発センターを有効に活用し手技
等に習熟し、全科の優れた講師陣によるセミナーの開催により効率よく知識の習得ができます。さ
らに、大学病院というアカデミックな環境を生かし、学会発表や論文作成などの学術的活動も積
極的に支援しています。
　新専門医制度も始まり、卒後臨床研修センターでは後期研修に対する支援も強化しました。さ
らに、自治医科大学医学教育センターの支援を受け、国家試験合格への支援も行っています。医
師国家試験から専門医取得まで、研修生活のみならず、医師としてのキャリアを応援していく体制
が整いました。医師としての人生を充実させられるよう日々努力していきますので、ぜひ一緒に切磋
琢磨していきましょう。

卒後臨床研修センター
センター長
光学医療センター　
内視鏡部/呼吸器外科　
教授

山本 真一

　初期研修先を選ぶにあたり、研修医の皆さんが重要と考える点の一つは、ここで研修した場合
に自分の理想の医師になれるかということであろうかと思います。自治医科大学附属病院は大学病
院ならではの複数の診療科と数多くの指導医を有しており、研修プログラムも自由度高く組むこと
ができるため、あなたの目標実現をサポートできると思います。通年で行われている研修医向けセミ
ナーや講習会も知識の獲得に役立ちます。初期研修期間中の住居、給与など福利厚生面も万全
です。厳しくも楽しい研修医生活をともに頑張る研修医の同僚・先輩も大勢います。
　自治医科大学附属病院で、あなたの医師生活の第一歩を踏み出してみませんか。当院の研修環
境を活用して、あなたの目標に向けて頑張っていきましょう。我々指導医もあなたを時に厳しく時に
やさしく見守りながら、理想の医師へ近づけるようお手伝いします。自治医科大学附属病院でとも
に働ける日が来ることを期待しています。

卒後臨床研修センター　
循環器内科　講師　

小森 孝洋

　高度な医療を行う専門的かつ集約的研修、common diseasesに対応する基礎知識と即応力
研修、チーム医療を遂行するための連携的研修、そして研修環境と共に手厚くサポートされている
福利厚生制度。自治医科大学附属病院は、36診療科及び隣接する子ども医療センターでは11
診療科を有し、研修する医師が直面するすべての場面・状況において、盤石かつ堅実な教育研修
体制が整っています。さらに、当院独自の先進的なメンター・メンティー制度にて、全人的な支援を
行っています。
　あなたが思い描く医師像、憧れた先輩、そこに近づく輝かしい第一歩が、自治医科大学附属病
院卒後臨床研修基本プログラムにあります。よき友、よき先輩と共に研修を行いながら「地域に根
差す医師」「日本で輝く医師」「世界に挑戦する医師」について語り合いませんか？

指導医からのメッセージ

卒後臨床研修センター
副センター長　
小児科　准教授　

田村 大輔
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　基本的には自治医科大学附属病院内において2年間の臨床研修の目的が達成される基幹型臨床

研修病院型プログラムを提供します。ただし、一定期間学外の協力病院及び協力施設等において研

修できる事もあります。必修研修科目の一つである「救急部門」は自治医科大学附属病院救命救急

センター（1次から3次救急を担当）で研修します。

自治医科大学附属病院卒後臨床研修コースならではの特徴
● 多くの優秀な指導医と同僚に囲まれた環境で、総合的な臨床能力を習得

● 豊富な症例を通じた興味ある専門分野の臨床経験

● 多彩な研修医向け教育講演、セミナー等の開催実績

● キャリアプランに応じた自由度の高いローテーションプログラム

■ 研修病院タイプ　基幹型

■ 研修医数　108名（2022年4月1日現在）

■ 研修医の出身大学　2018年度～2022年度［全国57大学］
北海道大学、旭川医科大学、弘前大学、山形大学、秋田大学、岩手医科大学、東北大学、東北医科薬科大学、新潟大学、信州大学、群馬大学、山
梨大学、富山大学、金沢大学、金沢医科大学、福井大学、福島県立医科大学、筑波大学、千葉大学、埼玉医科大学、獨協医科大学、自治医科大
学、北里大学、東海大学、帝京大学、昭和大学、東京大学、東邦大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、杏林大学、東京医科大学、東京女子医科
大学、日本医科大学、順天堂大学、浜松医科大学、愛知医科大学、京都大学、京都府立医科大学、関西医科大学、鳥取大学、島根大学、川崎医
科大学、徳島大学、香川大学、九州大学、福岡大学、久留米大学、産業医科大学、長崎大学、大分大学、宮崎大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大
学、復旦大学（中国）、モスクワ第一国立医科大学（ロシア）

プログラムの目的と特徴

　厚労省が発表している「臨床研修の到達目標」のうち、経験目標に記載されている項目をベースに全60回シリーズで昼セミナーを行っています。

昼セミナーについては現在e-learningセミナーとして行っており、研修医が空いた時間にいつでも自由に視聴することができるようになっています。初

期研修医は2年間ですべてのe-learningを視聴することを努力目標としています。

　各演者の先生方には、特に以下のような点をお願いしています。

1．�知識の整理よりも現場の経験やエッセンスを伝えることを重視しており、プレゼンテーションは知識のレビューのみでなく、
　 症例をベースにする。	
２．�病棟や救急外来でレジデントが直面した問題についてどう考えたらいいかという視点で話してもらう。	 	 	
３．�他科からコンサルトする際に何に注意すればよいかもスライド１枚にまとめもらう。
４．�「今日から使える知識」として、ぜひこれだけは知っておいてほしいという内容をスライド1枚にまとめてもらう。

　研修医セミナーについては、研修医からの要望が多かったものを新規セミナーとして取り入れております。一昨年度は文献検索セミナーを新たに

開催し、非常に多くの参加者がありとても好評となっております。

初期臨床研修医セミナー

●内科レジデントカンファレンスについて
　レジデントカンファレンスは自治医科大学内科学講座が開催しているカンファレンスで、内科学の各講座から症例を出して、ディスカッションする
というものです。以前は朝に行われており、カンファレンスの内容をまとめた本も出版されました（自治医科大学内科モーニングカンファレンス：メジ
カルビュー社）。
　月2回、昼の12:30から30分間とし、研修医の先生が受け持った興味深い症例をプレゼンテーションしています。さまざまな主訴で入院した症
例について、主訴、病歴、検査所見など徐々に出していき、聴衆に鑑別診断を考えてもらい、最終診断を示し、最後に診断、治療法をまとめ、Take 
home messageを述べてもらうという内容です。プレゼンテーションする側と、聞く側の両方が勉強できるカンファレンスです。こちらも学生も含め
て毎回多数の参加者があり、好評です。

シミュレーション研修

エコーハンズオンセミナー
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研修プログラム
当院における初期臨床研修プログラムは３つ あります。（併願可能）
１．基本プログラム（定員６０名）　　２．小児科プログラム（定員　２名）　　３．産婦人科プログラム（定員　２名）

初期研修ローテーションの原則

●当直体制について

●地域医療研修病院
一関市国民健康保険藤沢病院（岩手）、南三陸病院（宮城）、那須南病院（栃木）、総和中央病院（茨城）、西吾妻福祉病院（群馬）、
西予市立野村病院（愛媛）、日光市民病院（栃木）、哲西町診療所（岡山）、斜里町国保病院（北海道）、かみいち総合病院（富山）、
県立南会津病院（福島）、磐梯町保健医療福祉センター（福島）、筑西診療所（茨城）、常陸大宮済生会病院（茨城）、あがの市民
病院（新潟）、南魚沼市民病院（新潟）、女川町地域医療センター（宮城）

1ヶ月の当直回数 ・3回程度　　　当直の開始時期 ・１年目の6月から開始

心：メンター制度の導入
　  年齢の比較的近い指導医が研修全般をサポート

技：教育コンテンツの充実
　  講義、実技セミナー（エコーや外科手技）
　  シミュレーションセンター 24時間化

体：楽しく健康に過ごす
　  体育館、ジム、プールなどの施設も完備

当院での初期研修プログラムの特徴
研修プログラム例

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

1年目 内科 1  救急2・麻酔1・ICU 外科 小児

2年目 産婦 精神 2 地域 外来
（地域）

3  自由

＊上記は順不動です　　＊＊初期研修後の地域医療従事義務はありません。

※厚労省指針（2020 年度より )2 年間での必修科目：
　・内科 24 週 　　　　　　　　　　　・必修科 4 科 4 週ずつ（外科、小児科、産婦人科、精神科）
　・地域医療 4 週　一般外来 4 週　　　・救急 12 週
　   残りは各自が希望する診療科を選択

 救急麻酔ICUパック（計16週）
 全身把握、全身管理に長けた総合力のある医師を育てる
 　　（麻酔、ICUは4週までは救急必修にカウント可）
1

 地域研修と一般外来研修を一括して行う（地域研修計8週）2

 自由枠は当院の全診療科より選択可能（必修と重複も可能）3
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　医師臨床研修制度の初期研修プログラムで研修する医学部卒

業1年目と2年目の医師を「初期研修医」或いは「ジュニアレジデント

（J）」と呼んでいます。また、医師臨床研修プログラム修了後に専門

研修プログラムで研修する専攻医あるいは後期研修医を「シニアレ

ジデント（S）」と呼んでいます。「ジュニアレジデント」と「シニアレジデ

ント」を合わせて、「レジデント」と呼んでいます。

　初期研修修了後、後期研修に進むことができます。当院では、多くの初期研修医がそのまま後期研修に進みます。これは、症例数が非常

に多いことと、最新の設備を揃えていることの他に、指導医の層が厚いことも理由の一つです。豊富な知識と経験を持つ多くの医師から、直

接指導を受けられる環境にあります。また、研修医のうちから学会発表や、当大学の学生を教える機会を与えられますので、教育的環境の

下で自身の理解を深めながら学ぶことができます。

　後期研修修了後は、大学病院という特徴を生かして、専門臨床医はもちろん、大学院進学や海外留学などの多様な選択肢があり、各

個人のキャリアパス設計をサポートします。

　2018年度から新専門医制度が開始となりました。自治医科大学では、症例数や指導体制が充実しておりますので、19領域すべての専

門医を取得できます。詳しくは卒後臨床研修センターのホームページをご覧ください。

初期・後期研修のつながり

新専門医制度について

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

学閥がない（卒業生が残らない）と聞きましたが？
自治医大生は、卒業後は出身県に戻り、決められた期間出身県
での勤務をします。（いわゆる義務年限）。このため、附属病院
の初期研修医のほとんどが他大学出身で、これまでに全国57
大学から集まっています。（2018年度～2022年度実績）

研修医用の宿舎があると聞きましたが？
大学病院敷地内にレジデントハウスを用意しています（2012年
完成）。家賃は駐車場1台分込で11,000円/月。部屋はワンルー
ムマンション形式で、その他にトレーニングルームや大浴場、コ
インランドリーなどを完備しています。管理人も24時間常駐し
ておりますので、女性にも安心です。宅配便の受け取りにも対
応します。

当直の回数はどれくらいですか？
月に3回程度です。病棟当直と、救急外来の当直があります。

入局先に迷った場合、2年目の研修はどのようにしたら良いで
すか？

候補となる診療科を2年目の前半までに回ることをお奨めし
ます。

第一希望に考えている診療科を最優先に、ローテーションを
組むようにしています。

初期研修中に妊娠・出産した場合、2年間で初期研修を修了す
ることはできますか？
もちろん可能です。
研修期間（2年間）を通じた休止期間の上限は90日まで認められ
ています。
実際に初期研修中に出産し、2年間で研修を修了した女性研修
医もいます。出産前後のローテーションはご本人の希望を最大
限尊重します。

初期研修修了後の進路について教えて下さい
当院では、多くの初期研修医が専門医研修に進みますが、各診
療科における専門医研修の他、地域医療プログラムや国内外へ
の留学、大学院進学など、進路は多様です。自治医科大学附属
病院の特性を生かした選択肢となっています。

よくある質問Q＆A

卒後年数 １年 2年 3年 4年 5年 6年
職　位 J１ J２ S１ S2 S3
プログラム 初期研修 専門研修
身分 自治医科大学附属病院　職員

初期研修修了

自治医科大学附属病院　入局
他大学病院
一般病院
診療所
大学院
国内外留学
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研修医メッセージ
　　

一日のスケジュール

（小児科）

ジュニアレジデント2年

大江 裕哉 先生

順天堂大学出身

18：00 帰宅
　　　 自炊、テレビ鑑賞

24：00 就寝

13:00 病棟業務
　　  入院対応 12:00 昼食休憩

8：00 病棟到着カルテのチェック

9:00 病棟業務

11:00 チームカンファレンス

6：30 起床

22:00 散歩
23:00 入浴

24
21

18

15
12

9

6

3

ジュニアレジデント2年

安部 加那子 先生

大分大学出身

18：30 帰宅 
　　　 自炊、入浴

24：00 就寝

13:00 病棟業務、
　　  オペの見学、
　　  手技の練習

12:00 昼食休憩

7：00 病棟到着
　　  カルテチェック  回診

8:30 病棟業務

5：45 起床

24
21

18

15
12

9

6

3

セミナーに参加して感じた教育体制の充実度
自分のペースで医療を学べる環境がある

　地元の大学で学んだため、新しい環境で研修をしたいという想いがありました。
大学 在学中に自治医科大学主催のセミナーに参加したことがあったのですが、
先生方 の指導も丁寧で、教育体制もしっかりしているという印象を持ち、研修先
に選びました。  現在は消化器外科に所属。術前術後の管理やオペの見学など、
多くのことを学べています。また患者さんのところへ行き、気持ちに寄り添うといっ
た経験も。さらに手技についてもエコーや手術のシミュレーターを用いて、指導を
受けることができます。先生方は優しく丁寧に教えてくださり、とても勉強になり
ます。1年目の4月から当直がある病院もありますが、ここではある程度業務にな
れた頃から始まる点もありがたかったです。忙しいときもありますが、ここでは各
診療科を回りながら、自分のペースで医療を学んでいける環境が整っています。 

一日のスケジュール

（消化器外科）

全国から集まった同期と過ごすことで
医療に関するさまざまな考え方を共有できるように

　呼吸器内科を志望していますが、その教育体制が整った病院は多くないことか
ら、まず研修先の候補になりました。また地域医療についてもしっかり学ぶ必要が
あると感じたことで、その分野で実績のある自治医科大学を選びました。
　実際に呼吸器内科を経験してみると、呼吸器外科との連携など多くのことを学
ぶことができました。新型コロナウイルスの影響もあり非常に忙しかったのです
が、その分経験を深めることもできたと思います。ローテートもある程度希望が通
り、現在は小児科に所属しています。
　現在は寮で暮らしていますが、全国から集まった同期と共に過ごすことで、さま
ざまな考え方を共有できるようになりました。病院へのアクセスもよく、平日はほ
とんど病院外へ出ることもありません。むしろ気分転換のため、外へ散歩に出かけ
ることも。ここには医療に集中できる環境が整っていると思います。
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ジュニアレジデント1年

中山 洋介先生

鳥取大学出身

　

病院内に住まいも用意された恵まれた環境
ここで医療の基礎をじっくりと学びたい

　栃木県出身ということもあり、栃木県か都内の大学病院を中心に研修病院を探
していました。そのなかで自治医科大学は豊富な症例数や研修体制の充実、また
全国から集まった同期と切磋琢磨することで視野を広げることができると思い志
望しました。
　現在は皮膚科に所属。まだカルテ作成など基本業務に戸惑うこともありますが、
先生方に丁寧に指導していただけるので、安心して研修に臨めています。色々な手
技を間近で見て学び、時には縫合等をやらせてもらう機会もいただいています。
　現在は病院内のレジデントハウスで暮らしています。病院に近いうえ設備が整っ
ており、研修に集中できる理想的な環境だと感じています。
　医学を学んだといっても、日々の医療現場ではそこに収まらない、さまざまな患
者さんと接しています。一人ひとりに合った治療法を決められる医師が、私の目標
です。

一日のスケジュール

（皮膚科）

18：30 帰宅、自炊、入浴

24：00 就寝

13:00 回診
14:00 オペの見学

12:00 昼食休憩

8：00 病棟到着、カルテのチェック
9:00 回診15:00 他科との連携確認

10:00 処置
11:00 カルテ書き

6：30 起床

24
21

18

15
12

9

6

3

ジュニアレジデン1年

高 真里那先生

杏林大学出身

一日のスケジュール

（アレルギー・リウマチ科）

18：00 帰宅、夕食、入浴

24：00 就寝

13:00 病棟業務 12:00 昼食休憩

7：30 病棟到着、採血
8：00 申し送りの確認
9:00 回診

9:30 ラウンド15:00 ラウンド
10:00 病棟業務

5：30 起床

24
21

18

15
12

9

6

3

研修医の育成に関して、経験豊かな先生方
彼らを目標に、相談しやすい医師を目指したい

　医師として社会に貢献したい。できれば精神科の医師として患者さんの悩みに
向き合いたいと思い、精神科のある大学病院を志望。兄が自治医科大学出身とい
うこともあり以前から病院見学には訪れていたのですが、精神科の雰囲気がとて
もよく、上の先生方も優しい方ばかりで、ここで働きたいと考えたのです。
　現在はアレルギー・リウマチ科に所属しています。慢性の患者さんが多く様態
が急に悪化するということもないので、じっくり患者さんと向き合うことができて
います。この診療科で求められるスキルと同時に、医療人としての基礎的な知識
や技術も落ち着いて学べているという実感があります。先生方も研修医の指導に
慣れているのか、何かと気にかけてくださるし、学会で留守にされる際も「困ったと
きは○○先生に聞いてみて」と、他の先生にもつないでくれます。私もそんな先生
方を見習って、診察の際に患者さんが相談しやすい医師になりたいですね。
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研修期間を支えるのは、設備も充実した生活環境
　研修医の皆さんのために、大学病院敷地内にレジデントハウスを用意しています。
2012 年に新棟が完成し、トレーニングルームなども設置され、今まで以上に快適な住ま
いとなりました。また、管理人が常駐していますので安心です。宅配便の受取にも対応し
ます。病院から近いので、忙しい研修期間を過ごすには最適。家賃の安さも魅力です。

附属病院に併設されたJプラザに
は和洋中のレストランの他、カフ
ェやコンビニエンスストアなどが
設置されています。また薬店や理
容室などもあります。
ほとんどの買い物はこちらで済ま
せる事ができます。

Jプラザ

医学部教育研究棟 図書館 先端医療技術開発センター

職員食堂
栄養バランスに配
慮した豊富なメニ
ューが自慢です。

スカイラウンジ（Jスカイ）
営業時間
朝（平日）  7：30～10：00  
　（土日）  8：00～10：00
昼（平日）11：30～14：00  
　（土日）11：30～13：00
夜（平日）17：45～19：00
　（土日）17：00～18：15

自治医科大学レジデントハウス概要
〔個室〕 面積 ： 25.8㎡(バルコニー含む)
設備 ： 2口IHコンロ付きカウンターキッチン、エアコン、トイレ、バス、洗面所、クロー
ゼット、バルコニー、インターネット端子、TV端子（BS受信可）、駐車場
〔共用施設〕 1階 ： エントランスホール、ラウンジ、メールコーナー、管理人室、コイン
ランドリー室、大浴場　2階 ： トレーニングルーム、談話室
〔家賃〕 11,000円／月※電気代等は実費負担

1居室の広さは約6.8畳と、
一人暮らしには十分な広さ

219戸、7階建てのレジデントハウスは、
2012年に完成

平成23年12月に完成した医学部の教育・
研究棟は、講義や実習のための教室や研究
室、セミナー室を数多く配した最新の教育・
研究設備です。

自治医科大学図書館は21万冊の蔵書を誇り
ます。数多くの電子ジャーナルを提供してお
り、UpToDateなども学内のどこからでも自由
に使用できます。
保健医療関係の統計資料も多数収集してい
るほか、視聴覚資料も充実しており、オンデ
マンド配信もしています。

大型実験動物（主として実験用ミニブタ）を
用いた医学教育・研究の支援を行う国内有
数の動物実験施設です。文部科学省共同利
用・共同研究拠点の認定を受けており、学
内だけでなく広く全国から研究課題を公募
し、先進的医療技術の開発研究を行ってい
ます。

職員専用ラウンジ
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■初期研修医採用状況
採用・マッチング状況 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
マッチング定数（※） 58 59 59 57 58 59 58 59
受験者数 79 83 73 56 62 72 115 121
マッチング数 44 46 51 39 32 43 58 45
二次募集（マッチング外）採用者 2 5 1 3 10 9 1 0
採用者数(卒業生除く） 43 47 46 37 36 49 55 42

女性数（内数） 15 15 20 23 13 23 34 17
自治卒業生 6 5 4 7 6 5 6 5
採用者合計 49 52 50 44 42 54 61 47
臨床研修修了者数(卒業生除く） 43 47 45 36 35 50 ─ ─

シニア進級者 34
（79.1％）

32
（68.1％）

38
（84.4％）

28
（77.8％）

27
（77.1％）

28
（56.0％） ─ ─

※マッチング定数は自治卒業生を除いた数

〔採用試験情報〕
■応募資格
1. 2022年度医師免許取得見込者（第117回医師国家試験受験予定者）

2. 医師免許取得者（ただし初期臨床研修を未実施の者）

3. 2022年医師臨床研修マッチング協議会のプログラムに参加・登録する者

■選考内容　小論文、面接試験

■選考日程　2022年7月～ 8月
　　　　　　　　　※受験者に大学規程による交通費を支給します。詳細はお問い合わせください。

■応募書類受付締め切り　2022年7月15日（金）

■募集予定人数　64名（2021年度募集対象、本学卒業生を含む）
1　基本プログラム　　　定員 60名
2　小児科プログラム　　定員 2名
3　産婦人科プログラム　定員 2名

■処遇
●身分：病院職員　●報酬：標準的年間給与　約480万円
●社会保険・労働保険の扱い：日本私立学校振興・共済事業団　労働者災害補償保険法の適用…有り、雇用保険…有り
●健康診断：年1回実施　
●休暇：有給休暇…一年次15日、二年次20日  夏季休暇…有り、年末年始…有り、その他…誕生日休暇、傷病休暇、産前産後休暇等
●宿舎：レジデントハウス（2012年竣工）　※設備等詳細については、9ページをご覧下さい。
●福利厚生施設：日光研修所、北軽井沢山荘、テニスコート、プールなど
●育児支援：医師・研究者キャリア支援センター、短時間勤務制度、保育ママ・パパ制度
●その他：外部の学会、研究会等への参加…可（学会の演題発表者には旅費を支給）

■病院見学		交通費支給！
随時受付中です。裏表紙の応募連絡先までご連絡ください。貴大学から当院までの往復交通費を補助します（但し年1回、当院規程額）。
宿泊を希望される場合は、レジデントハウス等の構内住宅をご利用できます（3泊まで無料）。

自治医科大学附属病院では、患者の皆様に良い医療サービス
を提供していくため、新館南棟を建設いたしました。手術室や
集中治療室などを増強し、高度化・多様化する医療ニーズに
対応しています。

● 5Ｆ・・・スカイラウンジ（Ｊ-sky）
● 3Ｆ・・・中央手術部
● 2Ｆ・・・集中治療部
● 1Ｆ・・・救命救急センター、病理診断部

新館南棟（2018年11月に本格始動しました）

とちぎ子ども医療センター

外来



採用およびセミナーに関するお問合せ

自治医科大学附属病院
卒後臨床研修センター
〒329-0498　栃木県下野市薬師寺3311-1
TEL. 0285-58-7252（直通）
FAX. 0285-44-1155
E-mail　rinshoukenshu@jichi.ac.jp
詳細はホームページで　
http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/resident/

■交通アクセス
JR宇都宮線「自治医大駅」より、徒歩10分

・JR新宿駅より92分（湘南新宿ライン利用の場合）
・JR東京駅より89分東北本線［宇都宮線］快速利用の場合

●気管支鏡検査・胸腔ドレナージを学ぼう！
●ありふれているけど奥が深い脂質異常症の世界
●頸動脈エコー検査の体験実習　●外科の診断・治療手技を体験してみよう！
●精神医学の眼で絵画を見よう──病跡学と表現病理学──
●緩和ケアの入り口を覗く　●画像を究める（脳波も？）脳神経外科的画像診断
●運動器超音波を体験してみましょう　●最も身近な臓器「皮膚」の魅力に迫るセミナー
●小児心臓外科医になってみないか？　●中心静脈カテーテル穿刺
●心エコーの基本　●新生児蘇生法　●耳鼻のどをみてみよう　●白内障手術セミナー
●チャレンジ内視鏡　●第一種感染症指定医療機関を見てみよう！
●産婦人科セミナー　●胸部エックス線写真 読影セミナー〜基本から応用まで 学ぼう〜
●関節診療の仕方　●血液科医になろう
●ブタ心臓を用いた人工弁置換術を体験しよう
●あなたも1日病理医になってみよう！　●研修医に必要なこと！！

2022夏季セミナー in Jichi

毎年恒例の医学生対象の夏季・春季セミナーを今年も開催します！  経験豊富な講師陣が参加者一人ひとりに
親切・丁寧に指導いたします。当院の豊富な設備を利用できる他、興味のある診療科の手技などを

幅広く体験することができます。みなさまのご参加をお待ちしております。

医学部4〜6年生を対象としたセミナーです。
各クールの選択種目の中から自分が興味のあるセミナーをひとつ
ずつ選択することができます。
※各選択種目で定員を超えた場合は、学年順で調整させていただくこともあります。

選択種目内容

［1クールにつきひとつのセミナー（種目）を選択できます］

全国医学生対象の夏季・春季セミナー開催のお知らせ

12：30～13：00 受付
13：00～13：15 挨拶　オリエンテーション　日程説明
13：30～15：00 第1クール
15：15～16：45 第2クール
17：00～18：00 クエストＪ

■7/16（土）プログラム

  8：30～  8：45 集合
  9：00～10：30 第3クール
10：45～12：15 第4クール
12：30～13：30 昼食・病院案内
13：45～15：15 第5クール
15：30～ アンケート記入（記入後解散）

■7/17（日）プログラム

2022年7月16日（土）・17日（日）夏季
セミナー

※セミナーのタイトルは変更になる可能性があります。最新の情
報はホームページを確認してください。

※以下の種目を第1クール〜第5クールに振り分けます

春季
セミナー

2023年3月（予定）
［開催日は秋頃にホームページでお知らせします］


