
連絡先・問い合わせ先 ：千葉大学医学部附属病院 総務課 総合医療教育係
電話：043-222-7171（代表）内線6012、6013　FAX：043-224-3830（総務課）
〒260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1  E-mail：byoin-kenshuu@office.chiba-u.jp

79,755.84㎡
140,061.11㎡
850床
904人

2,227人
788人
12.3日

■敷地面積
■建物面積（延面積）
■病床数
■医師/歯科医師

■1日平均外来患者数
■1日平均入院患者数
■平均在院日数

千葉大学病院の概要

千葉県 6,280,344人　千葉市 980,824人

東京～千葉 約39分（JR総武線快速利用）

■人口

■アクセス

千葉ってどんなところ?

東京湾、千葉市街を望む“丘の上の病院”です

西岡祐里  広島大学出身

全国各地の大学から研修医が集まっています

大分大学
宮崎大学
長崎大学
産業医科大学
熊本大学
鹿児島大学
佐賀大学
福岡大学
琉球大学

島根大学
山口大学
広島大学
鳥取大学
岡山大学
川崎医科大学

近畿大学
三重大学
兵庫医科大学
大阪医科大学
滋賀医科大学
京都府立医科大学
和歌山県立医科大学
奈良県立医科大学

帝京大学
日本大学
筑波大学
杏林大学
群馬大学
東海大学
東邦大学
北里大学
昭和大学

東京女子医科大学
埼玉医科大学
東京医科大学
獨協医科大学
藤田保健衛生大学
日本医科大学
東京慈恵会医科大学
聖マリアンナ医科大学

北海道大学
旭川医科大学
札幌医科大学

山形大学
秋田大学
岩手医科大学
弘前大学
福島県立医科大学

新潟大学
富山大学　　
信州大学
金沢大学　　
山梨大学
福井大学

金沢医科大学
愛知医科大学
岐阜大学
浜松医科大学
名古屋大学

徳島大学
高知大学
香川大学
愛媛大学

関東
17%

千葉大学
39％

北海道
1％

四国
3％

九州
8％

中国
４％

関西
3％

中部
17%

研修医の皆さんの出身大学は、半数以上が千葉大学以外の大学です。
※数字は平成16年度～令和2年度の採用データです。

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/chibauniv-resident/

 UNIOR RESIDENT
CHIBA UNIVERSITY HOSPITAL

千葉大学医学部附属病院

東北
8％

（勤務日数4日以下またはパートタイム含む）

※2020年4月1日現在

※2020年4月1日現在
ぜひ一度、当院にお越しください。
病院見学の申し込み方法や募集要項、処遇などの
詳細情報はホームページへ。

当院は、千葉大学の医学部、薬学部、看護学部がある亥鼻（いのはな）キャンパスは、緑豊かな環境の中にあります。
現在、新しい中央診療棟を建築中で、２０２１年１月のオープン後は、全県に対応する救命救急センター、ハイブリッド手術室、日帰り
手術センターなどを設置。放射線治療機器を増設して、放射線治療の充実も図ります。

病院見学、随時受付中！

他大学からたくさん研修医が集まっているので、出身大
学を気にせずに働けて、とても楽しいです。休日には千
葉駅周辺に買い物に出かけたり、東京までライブを見
に行ったりしますが、千葉は電車の本数も多く、どこに
行くにも便利です。最近、自転車を買ったので、行動範
囲も広がりました。緑もあるので「ちょうどいい都会」と
いう感じで住みやすいですよ。



begin.continue 2020年、千葉大学病院は
設立146年を迎えました。
1874年（明治7年）、「この地域に病院を」
と願う人々が寄付などを集めてつくった共
立病院が起源です。これまで診療や治療法
の研究などで多くの実績を重ね、世界を
リードする医療人を輩出してきました。

千葉医学のマークは、千葉大学医学部外科学の祖とされる三輪徳寛（1859-1933）の格言「獅胆鷹
目行以女手」（したんようもくおこなうにじょしゅをもってす）をモチーフに、 「細心にして大胆且つ動じない胆力
（獅胆）」「諸事を見通し、判断、解決できる眼力（鷹目）」「臓器を丁寧に扱い緻密に行える手技（行以女
手）」を表し、中心のハートは「患者中心の医療を実践する共感、利他、責任感」を意味しています。
"begin.continue" は、食道がん外科治療の世界的パイオニア・中山恒明が千葉医学の伝統として
受け継がれてきた信条を言語化した「まず始めること、始めたら止めないこと」に由来しています。

千葉医学のマーク
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研修医の皆さん、現場でお待ちしています!

事務
文献検索
ボランティア

看護師

医師と看護師、同じゴールをめざして

アテンディング
ドクター

学習方法やキャリアプランの相談対応や本人の学習ニーズに対応し
た研修内容となるようマネジメントをしています。自己学習も大切で
すが、信頼できる先輩から直接学ぶ機会に勝るものはありません。
そのためには、皆さんの積極的な「診療への参加」を期待しています。

入院患者さんへの対応、治療後の処理など、あらゆる場面で研修
医の皆さんと協力しながら仕事をしています。患者さん一人ひとり
の「その人らしさ」を大切にして接すると、自分たちに何ができるの
か、学ぶことができます。情報共有を大切に、同じゴールを目指し
ましょう。

医師としての成長を支える「身近な相談役」

困ったときは、いつでも声をかけて
薬の選択は、医師、薬剤師、看護師、管理栄養士など各専門職の
意見を取り入れ、相談して決めていきます。より良い医療をチーム
で追求する土壌があり、薬剤師はその中で薬の専門家として薬に
関するすべてのことに責任を持ち、薬物療法の提供に最善を尽く
しています。

研修に必要な事務手続きなどのワンストップサービスを行ってい
ます。また研修医の皆さんの様々な悩み・相談に対応しています。
学生から社会人となって戸惑うことも多いと思いますが、皆さん
が安心して仕事ができるよう、全力でサポートさせて頂きます。

患者さんのために協働できるチーム体制

論文や資料を探してお届けします
採用から修了まで、研修にまつわる全ての業務を担当しています。
研修医の皆さんが、臨床研修プログラムにのっとりスムーズに
研修を進めていけるよう、迅速かつ正確に、一生懸命サポートして
いきます。

研修医の皆さんが、論文検索や資料探しなどで 「困ったな‥」とい
うときにご相談いただければ、目的の文献を探してお届けします。
忙しい研修生活の中での「学び」をしっかりサポートしますので、
迷ったり、悩んだりしたときは、是非『文献検索』の存在を思い出し
てくださいね。

研修生活を事務方として支えています

薬剤師 レジデント
クラーク

TOP MESSAGE

千葉大学病院　病院長  横手幸太郎

当院では総合医療教育研修センターが研修医を含め、医
療人の育成に当たっています。シミュレーターを活用した
実践型の研修や、アテンディングの配置などにより、診療
現場での課題解決に自ら積極的に取り組み、上級医の指
導を受けて自らを振り返る研修を提供しています。そして
同僚たちとも切磋琢磨して、ともに成長していく、そんな
教育環境をつくっていきたいと考えています。

診療現場で
研修医参加型の教育を

医療は専門化が進み、臓器別に分かれていますが、本来
患者さんは一人の人間です。いくつも病気を抱えている場
合があり、自身の専門領域だけではなく、全身まるごと横
断的に診る姿勢を身につけた医師に育ってほしいと願って
います。充実した指導医のもと、多職種とも協力しながら、
多様な診療科で豊富な症例を経験し、最先端の研究や診療
を通じて、未来を切り拓いていただくことを期待しています。

患者さんを一人の人間として
まるごと診る姿勢を大切に

総合医療教育研修センター長　教授　伊藤彰一
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協力病院での研修
研修プログラム

研修プログラム

千葉大学病院プログラムでは多数の協力病院が

あり、いずれもしっかりとした指導体制を整えてい

る病院ばかり。どの病院を選んでも充実した研修

を行うことができます。安心してお選びください。

協力病院での研修内容は、それぞれのホームペー
ジでご確認ください。

◎ＪＣＨＯ千葉病院、千葉東病院、船橋二和病院は短期研修をメインとする。

※１ 大学病院スタート自由設計プログラムでは短期研修のみ
※２ 短期研修のみ

①国立病院機構千葉医療センター
②千葉市立海浜病院
③千葉市立青葉病院
④千葉メディカルセンター
⑤千葉労災病院
⑥船橋中央病院
⑦国保直営総合病院君津中央病院
⑧松戸市立総合医療センター
⑨成田赤十字病院
⑩総合病院国保旭中央病院
⑪東京都立墨東病院
⑫東千葉メディカルセンター
⑬国際医療福祉大学成田病院 ※１
⑭千葉県済生会習志野病院
⑮船橋市立医療センター
⑯横浜労災病院
⑰小田原市立病院
⑱深谷赤十字病院
⑲熊谷総合病院
⑳新久喜総合病院
上都賀総合病院
とちぎメディカルセンターしもつが
沼津市立病院 ※１

　東京ベイ・浦安市川医療センター ※２
　聖隷横浜病院 ※２
★千葉大学医学部附属病院

TRAINING PROGRAM

関東近郊の
協力病院から
研修先をチョイス

大学病院と協力病院を組み合わせることにより、
多数のコモンディジーズを経験でき、質の高い専門研修を
早期にスタートできる欲張りなプログラムです。

千葉大学病院での研修
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［千葉大学病院での研修］
研修期間全体の１年以上は、千葉大学病院で研修を行います。
選択する診療科については、8～9ページをご覧ください。
プログラムによって、選択する診療科の数や期間は異なります。
上記の研修スケジュールは、希望により、年次内で変更できます。
千葉市立青葉病院（救急車受入れ多数）で、救急科ローテート中は
ＥＲ研修を行えます。

・
・
・
・
・

いつ、ローテート診療科を決めればいいの？
千葉大学病院でローテートする前年度の1月頃に「希望調査票」

Q.
A.

協力病院はいつ決めればいいの？
マッチング結果発表後の１１月頃に「希望調査票」をご提出いた
だきます。研修が始まってからの変更は、原則不可です。なお、大
学病院スタート自由設計プログラムの２年目研修先は１年次に
「希望調査票」をご提出いただきます。

Q.
A.

研修が始まってからローテート診療科を変更できるの？
該当する診療科での研修が始まる1ヶ月前までは変更できます。変更
前・後の診療科に内諾を得た上で、変更届をご提出いただきます。

Q.
A.

協力病院スタートプログラム
【 例 】 １年目は協力病院でコモンディジーズを経験、２年目に大学病院で専門研修を開始する

をご提出いただきます。診療科ごとに偏りがないよう、1年間の
ローテート研修を決定します。

大学病院スタート自由設計プログラム
【 例１】 大学病院と協力病院（複数でも可）の研修時期・期間を柔軟に選択する

【 例3】 ２年間大学病院で研修を行い、診療に加えて学究的な実績を積む

【 例2 】 １年目に大学病院で基盤を確立し、２年目に協力病院でたすきがけ研修を行う

産婦人科プログラム
【 例１ 産婦人科一般コース 】 産婦人科診療の関連領域について研修を行い専門研修の裾野を広げる

【 例2 産婦人科研修重点コース 】 産婦人科診療スキルのすべてを習得し、専門研修プログラムの中に、各自の希望をしっかり反映

小児科プログラム
【 例１】 １年目に大学病院で基盤を確立し、２年目に協力病院でたすきがけ研修を行う

【 例2 】 ２年間大学病院で研修を行い、診療に加えて学究的な実績を積む

⑲

内   科
小児科

地域医療

小児科

産婦人科

産婦人科

産婦人科

救急部門

救急部門

救急部門

精神科

精神科

精神科

精神科

１年次

２年次
選択科目 選択科目

内科（一般外来）

基本外科（一般外来）

地域医療（一般外来）

選択科目 選択科目
基本外科
地域医療

救急部門１年次

２年次
内   科 （一般外来）

選択科目 選択科目
基本外科

地域医療

救急部門１年次

２年次
内   科 （一般外来）

選択科目１年次

２年次
選択科目 内   科

選択科目 選択科目
基本外科

小児科

選択科目１年次

２年次
内   科 内   科

選択科目 選択科目 選択科目

産婦人科

小児科

産婦人科一般 NICU 新生児外科

基本外科 産婦人科

地域医療産科麻酔 腹部外科 選択科目

選択科目

選択科目

救急部門１年次

２年次
内   科 （一般外来）

生殖内分泌 婦人科腫瘍地域医療 産婦人科総合一般産婦人科 周産期

救急部門
救急部門

精神科

基本外科 産婦人科 精神科

１年次

２年次
小児科 内   科

内   科 NICU

NICU

地域医療（一般外来）

地域医療（一般外来）救急部門

小児科

救急部門１年次

２年次
小児科 内   科

内   科小児科 小児科

基本外科 精神科小児科

基本外科 精神科小児科
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㉖ 聖隷横浜病院 ※2

★ 千葉大学医学部附属病院

さんむ医療センター

東京ベイ・浦安市川医療センター ※2

※１ 大学病院スタート自由設計プログラムでは短期研修のみ
※２ 短期研修のみ
◎ＪＣＨＯ千葉病院、千葉東病院、船橋二和病院は短期研修をメインとする。



内 科

診療科・部から熱～いメッセージ

基本外科

救急部門

選択科目

和漢診療科

乳腺・甲状腺外科

放射線科

整形外科

眼科

東洋医学の知識がなくても研修可能です。
複数名の漢方専門医の指導により、漢方薬を
適切に選ぶための診察法を基礎から教えます。

乳癌手術症例は年間300例以上（国公立大学
病院の中でトップを争う）。温厚なスタッフとゆ
とりある臨床教育環境。ぜひ体験して下さい！

診断医と治療医が協力し、高性能機器を用い
た高レベルの医療と教育を提供。画像診断・
IVR・放射線治療を専門医が丁寧に指導。

60以上の関連研修病院と連携し、プライマリ
ケアとしての診察手技、画像診断、検査、手術､
リハビリテーションの手技などを指導。

皮膚科

泌尿器科

耳鼻咽喉・頭頸部外科

脳神経外科

形成・美容外科

医員が一年間に受け持つ患者は約200名、関
連病院・診療所は約100施設。選択肢が多く、
キャリアプラン、ロールモデルが豊富です。

繊細かつ豪快な頭頸部手術とスタッフの情
熱があなたを魅了し、その才能を最大限に引
き出します。Don’t miss it!

検査部

病理診断科

内視鏡センター

リハビリテーション科
日本リハビリテーション医学会認定の研修施
設で症例が豊富。大学病院と千葉県リハビリ
テーションセンターを軸に、希望に応じて研修。

脳疾患の適切な診断・治療には、全身を診る
力、患者さんの背景を洞察する力が重要。将来
どの科に行っても役立つ研修を行います。

心臓血管外科

食道・胃腸外科

肝胆膵外科

豊富な症例数を誇り、最新の手術を実施。手術
手技だけでなく、全身管理もできる医師の育成
に努め、海外留学も積極的です。

教室一丸の屋根瓦式指導体制で、高度外科手
技のみならず内視鏡、画像検査も習得した総合
的臨床外科医を養成しています！

高度専門外科医療と一般外科医の修練を行う
ため、関連病院と一丸となった指導体制を構築。
世界をリードする確かな技術と知識の獲得を！ 

消化器内科

糖尿病・代謝・内分泌内科

循環器内科

血液内科

腎臓内科

700名の同門を有する伝統ある教室！全消化
器疾患と闘う各専門チームとトップレベルの
機器・設備で磨く手技！一緒に邁進しよう！

「specialistである前にgeneralistであれ」
「研究」「海外留学」「飛躍と発展」…ピンときた
ら仲間です。共に医療を発展させましょう！ 

総勢50名の循環器内科医があらゆる循環器
領域をカバーし、全国トップクラスの臨床・研究
アクティビティ。関連病院も非常に豊富。

化学療法のスペシャリストチーム。造血幹細胞
移植を行う認定施設として日本国内でも有数
の移植件数。化学療法を基礎から学べます。

頭から足の先、そして心まで。全人的に診て治す。
最先端の基礎免疫学と幅広い臨床経験が、医師
人生を実りあるものとします。

救急疾患からプライマリケア（一般内科診察、
画像診断、緩和ケア含む）もできるジェネラリス
トかつスペシャリストを育成します。

少人数の医局で手厚く指導！大学では多彩な
腎病変を経験、他科との併診も多く幅広い知
識と透析など多彩な手技を習得！

アレルギー・膠原病内科

呼吸器内科

脳神経内科

総合診療科

感染症内科

明るく楽しく実りある教室。分野別に最先端の
画像・電気生理・分子遺伝学・治療技術を親身
に指導。神経学会専門医合格率100％。

診断推論の体系的トレーニングを軸に，幅広い
病態や疾患に対応できるジェネラリスト育成
プログラムを提供します。

一般感染症、移植感染症、感染制御、HIV/AIDS
など幅広い分野を経験可。どの診療科に進んで
も有用な知識を習得出来ます。

すべてのがんを臓器横断的に診療。臨床試験
に積極的に取り組んでおり、スキルを修得でき
ます。がん薬物療法専門医も取得できます。

腫瘍内科

呼吸器外科

小児外科

今日（臨床）、明日（研究）、未来（育成）の医学に
貢献し、わが国の呼吸器外科をリード。日本肺
癌学会の創設・運営に尽力。

私たちは限りない未来を守るお手伝いをしてい
ます。日本の小児外科のさきがけとしてリードし
てきました。全員で診るチームです。

より良好な視機能を守るため、最高水準の眼科
医療を提供。関東有数の手術件数を誇ります。
千葉県は眼科医が少ないのでチャンス！

綺麗な創縫合・微少血管手術・質にこだわった
創傷治癒から美しい結果を追求します。手術室
に入ると真剣そのもの。丁寧に指導します。

臨床検査専門医・臨床遺伝専門医のダブルラ
イセンス取得が可能です。総合的かつ横断的な
医療を実践できる医師を育てます。

国公立医学部附属病院病理部の中でも有数の
高レベルの病理診断教育が幅広い臓器分野で
受けられます。臨床病理カンファレンスも充実！

悪性腫瘍症例が多く、日本トップレベルの症例
数を誇ります。外来診療と病棟診療の両方で
研修を行い、多様な症例を経験できます。

全国的にもトップレベルの内視鏡機器環境で、
年間１万件以上を検査。医師は消化管疾患を専
門とし、チームワーク良く診断・治療を実施。

CLINICAL DEPARTMENTS

これから歩き始める、医師への道。未来をデザインするのは、あなた自身です。
千葉大学病院の研修プログラムには、選択肢がたくさん用意されています。
少しでも多くの科をまわりたい人も、すでに科を決めている人も、どんな診療科・部があるのか、ぜひ、ご一読ください。

救急科・集中治療部

麻酔・疼痛・緩和医療科

救命のためにできる事をER・ICU・院内急変で
チームの一員として研修できます！救急対応・
重症管理の経験は必ず役立ちます！

“世界に誇る千葉大学麻酔科の周術期の気道・
呼吸管理”を研修しませんか？周術期患者の
全身管理の経験は将来に必ず役立ちます！

小児科

小児科
重症疾患からコモンな病気まで、多くの指導医
のもと広く深い研修ができます。将来を担う子
ども達のために一緒に頑張りましょう！

精神科

どの科の医師においても役に立つ精神科的診
療を行うことができるよう、精神医学の知識と
技術を広く教えています。

精神神経科

産婦人科

明るく元気で、自由な雰囲気はどこにも負けま
せん。チーム医療で専門性を高めつつ、地域医
療にも貢献。やりがいとニーズは大！

婦人科・周産期母性科

選択科目には、下記のほかに必修分野の診療科・部が加わります。

ハイブリッド手術室
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「この診療科で学びたい！」と千葉大に。
他のプログラムでは経験できない診療科を
２年間でたくさん回りました。

研修医のホンネが聞きたい！
INTERVIEW

千葉大を選んだのは、総合診療科で診断学を学びたかったからです。問診・身体診察
の重要性と正診率の向上について学び、診断学の真髄に触れることができました。
放射線科や和漢診療科など、他のプログラムでは経験できない科なども含め、15の
診療科をローテ―トしました。外病院での研修も可能ですし、途中でローテートの変
更にも対応していただけます。研修医の気持ちに寄り添ったプログラムでとてもあり
がたかったです。

田村弘樹
研修医２年目
日本医科大学出身

先輩たちがどんなふうに考えて研修に臨んだのか、ご紹介します。 
いろいろな考えに触れて、自分に合った研修環境を見つける参考にしてください。

15の診療科を回り、広く、深く学びました

大学病院スタート自由設計プログラム

産婦人科プログラム

産婦人科は女性の生涯に渡って診ることのできる科です。診療内容は多岐に渡り、初期研修で
は、1か月の場合は産科か婦人科のいずれか、２か月以上の場合は両方選択可能です。産科では
胎児疾患や母体合併症などのハイリスク妊娠・分娩管理を中心に、婦人科は腫瘍チーム、生殖内
分泌・不妊治療チームに分かれて各種手術（開腹、腹腔鏡、ロボット支援下、子宮鏡など）を中心
に参加していただきます。

各専門の取得に必要な臨床を経験できるコース

研修をサポートする「チューター」を２年間配置し、基本技術の助言、学術集会や勉強会などへの参加を支援。
コース参加者は、自分のロールモデルとなりうる精神科医をチューターとして選択できる。

● 内科コース
● 外科コース
● 精神科コース

オプションコース  大学病院スタート自由設計プログラムと協力病院スタートプログラムのオプションとして、マッチ後に選択できる３つのコースがあります。

２年間大学病院で研修

中村名律子（産婦人科） 指導医

小児科プログラム

小児科はとても温かみがあり、人を大事にする科で、基本的なことから丁寧に指導してくださいます。
小児科、NI CUだけでなく、小児外科、こどものこころ診療部など関連する科で必要な知識や経験
を重ねることもできます。一筋縄ではいかない難しい症例も、小児医療の各専門分野の上級医が
常に身近にいるので、多方面から的確に指導を受けています。手技も経験でき、学会発表や研究会
への参加など学術活動もサポートがあるので、充実した研修生活をおくることができます。

矢賀勇志  研修医1年目 信州大学出身

／診療に加えて学究的な実績を積む。外病院の経験も可。

研修先を選ぶ基準って難しいですよね。
2年目の自由な時期に大学病院で
ローテート先を選択できるのは良かったです。

1年目に市中病院を経験し、自分の進路が少し見えてきたところで 2年目、市中病院
ではローテートできないような診療科を大学病院で自由に選択できるのが良かった
です。脳神経内科で神経診察や神経疾患の知識を学び、腰椎穿刺や筋生検に参加。
救急科では挿管や動脈ライン確保、CVなどの手技も経験しました。指導医の先生方
がとても熱心に指導してくださいました。

診療科が豊富で、たすき掛けの選択肢も多い

協力病院スタートプログラム

協力病院からスタート／１年目にコモンディジーズを経験後、大学病院で専門研修を開始

市中病院もいくつか経験したくて
「自由設計プログラム」を選択。
希望の科、病院での研修に大満足！

市中病院もいくつか経験したくて自由設計プログラムを選びました。2年間で大学病
院8科と4つの病院での研修を経験し、とても勉強になりました。現在、６歳と２歳の
子育てと両立中ですが、日曜日の当直免除など職場の理解があり、本当に助かって
います。先輩医師が子育てしながらもプロフェッショナルとして誇りと責任感を持っ
て仕事を続けていらっしゃる姿に、いつも勇気をいただいています。

大学病院の８科と４つの病院を経験しました

山内佳子
研修医２年目
千葉大学出身

芹澤悠太
研修医２年目
千葉大学出身

将来、千葉で働きたいので
3年目の入局も見据えて千葉大へ。
学びもネットワークも広げていきたいです。

研修を管理するアテンディングの先生方や、研修全般をサポートするレジデントク
ラークの方がいらっしゃるので、研修生活での疑問や不安点はすぐに相談するこ
とができ、とても恵まれた環境だと思います。１年目に経験できなかった手技を、
2年目で重点的に経験させていただくことも可能です。自分に合った研修を選択
するためにも、ぜひ見学に来て、先生方にたくさん質問してみてください。いつでも
お待ちしております。

協力病院で基礎を学んでから、大学病院へ

佐伯優佳
研修医2年目
東邦大学出身

指導医が語る 研修医が語る

※撮影当時 ※撮影当時

※撮影当時

※インタビュー当時

※撮影当時

多くの指導医が研修医を育成

10 11



臨床研修の休止期間を利用してアメリカ短期留学を
実現！外国人講師によるUSMLEStep2受験対策の
支援も行っています。（希望者対象）

ＣＶＣ実践セミナー

UpToDate

「突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」を
学ぶ。少人数グループでシミュレーション実習を繰り返し、蘇生現場での
チーム医療を修得する。

グローバルに
活躍するために

心臓手術ウェットラボ

ICLSコース

臨床における診断・
医薬品・治療方針などの
疑問解決に役立つ
最新情報を収録しています。

ヘルスサイエンス関連資料が充実しています。

千葉大学附属図書館
亥鼻分館を利用できます

麻酔科ハンズオンセミナー

各種サポート

［開館時間］平日       8：40～21：45
土日祝  10：30～20：00

日本最大規模を誇る
訓練施設で納得いくまで
トレーニング

外科手術手技セミナー

まさに百聞は一見にしかず。 
米国の医療システム、教育システムを目で
見ることで、自身の視野が広がりました！

研 修・訓 練

CVC穿刺挿入シミュレーター、エコー装置
を使用し、音波ガイド下で中心静脈穿刺
トレーニングを実施。

実際の臨床写真を参考にテーマに沿った
縫合法について簡単に講義。真皮合法や
皮膚縫合の実習とマイクロサージャリーに
よる血管吻合の実習も行う。

日常診療だけでなくいざという時にも必要
になる手技を、シミュレータを用いてトレー
ニングする。気道確保法、中心静脈ライン
や動脈ライン挿入、経食道心エコーなど。

心臓の解剖を勉強しながら、経食道心
エコー画像との関連性を理解する。また、
弁置換術を通して、人工心肺の構造や
手術の流れなど、総合的に心臓手術を
理解する。

※詳しくは図書館ホームページへ
https://www.LL.chiba-u.jp

大学病院ではあまり任せてもらえ
ないと思っていたけど期待以上に
やらせてもらえて、多くを学ぶこと
ができます。

研修医

指導医、研修医とチームで
診療にあたっています。

看護師

指導で特に力を入れているのは、 
患者さんとのコミュニケーション。 
回診や診察はできるだけ一緒に
行っています。

指導医

アテンディングドクターが
常に見守り、支えています
当院ではアテンディング（教育専任特任教員）が個別指導やレク
チャー、症例検討、個別面談などでの助言、学習方法やキャリアプラン
の相談対応、研修マネジメントなどを行っています。

14の診療科から選出された15名のアテンディングが診療科を超えて
勉強会を行い、教育や指導の方法について学び合っています。研修医
との日常会話を通して心身ともに健全な研修生活を過ごしているか
確認するよう心がけるなど、研修医にとって、最も身近で何でも相談で
きる心強い存在です。

超！親切指導
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研修医密着
レポート！

DIARY

院内施設で子育てをバックアップ

研修医の処遇

起 床
：0 3 06

1年目研修医の
『ある1日』

身　　分
給　　与
手当など

勤務時間
休　　暇

支　　援

さつき保育園 学童保育

：
：
：

：
：

：

保育所は、生後9週目から就学前が対象です。広い園庭が自慢で、
遊具も充実。近隣の幼稚園と連携保育しているので、3歳以上は幼
稚園への通園も可能です（送迎バスが保育所前まで来ます）。夜間保
育のほか、保護者の皆さんに好評なのが病児保育。看護師が常駐し、
生後5ヵ月後から就学前までを対象に、別室でお預かりします。平成
28年4月から小学生（1～6年生）対象の学童保育も始まりました。

レジデントハウスは病院のすぐ隣！
だから朝はゆっくり準備できるよ。

カンファレンス
：0 3 08

患者さんの様子を把握して、カンファレンスで今日の予定を
皆で確認します。

病棟回診
：1 0 00

包帯交換・抜糸・ドレーンに関しては研修医も責任をもって
処置を行います。

昼 食
：1 3 02

職員食堂は、早い！安い！おいしい！
日替わりメニューやドリンクの種類も豊富！

津田武蔵（つだ むさし）先生
研修医1年目（撮影当時）
福井大学出身

非常勤医師  研修医
日単価 12,000円（月21日勤務で252,000円）
夜間、休日研修 １回15,000円（夜間月４回、休日月１回）

救急外来研修  平日 約7,700円
休日 約16,700円（希望制 月２～３回）
その他超過勤務手当あり、賞与なし
分娩手当など、本学の規程による
平日 8：30～17：15 （休憩1時間）
有給休暇10日（採用６月経過後付与）
リフレッシュ休暇（４～３月の間に連続する３日以内）
その他  病気休暇、忌引きなど、本学の規程による
当院在職時のみ白衣支給、学会等への参加費補助

※実施回数は診療科等により異なる。

注）たすきがけの協力病院における処遇は、当該病院の定める ところによる。

病棟業務
：0 0 09

看護師や薬剤師など他職種の皆さんとも話しやすい雰囲
気の職場です。わからないことを質問すると丁寧に教えて
もらえます。

研修医室
：1 3 03

本も文献検索もできる、最適な環境が整っています。
2年目の先生にも質問できるよ！

カフェで職員用注文口から
テイクアウトもできるよ！

帰 宅
：2 4 51

院内にはコンビニが3か所あり、うち１つは２４時間営業だ
から、助かります。

就 寝
：2 0 03

明日に備えて寝ることも大切！OPE室
：1 0 05

今回は心臓血管外科のオペに参加しました。
自分のやる気次第で手技もさせてもらえます！

救急外来
：1 3 07

月２～３回、当番が回ってきます。各診療科のスペシャリスト
の皆さんと力を合わせて患者さんの救命に取り組みます。
平日 17：30～21：30／休日 8：30～17：30

おやすみなさい～

当院の強みは
給与と休暇が
特にしっかり
していること！

どのOPEも
すごく勉強になります！

14 15

１２,２００ ２５６,２００円）




