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青森県病院局

青森県立

中央病院
リクルートブック 2021

医師〈初期・後期研修医〉

青森県立中央病院
〒030-8553 
青森県青森市東造道２丁目１－１
〈TEL〉017-726-8111 〈FAX〉017-726-8325
［病床数］ ６８４床 
［職員数］ 1,547人（令和３年２月現在）
［１日平均外来患者数］ 1,267人
                                              （令和元年度実績）
［１日平均入院患者数］ 560人
                                                 （令和元年度実績）

募集内容・
試験日程

部門紹介

がん診療センター
２００８年に都道府県がん診療連
携拠点病院として、がん診療セン
ターを立ち上げ、各科横断的なシ
ステムを導入しました。緩和ケア
センターを含めた１２の診療科が
所属しています。

循環器センター
県内の急性及び慢性の循環器疾
患に対して、最高レベルの医療技
術を２４時間体制で提供すること
を目的としています。２０１８年に
ハイブリッド手術室を新設し、さら
に新たな治療に対応できるように
邁進しています。３診療科が所属
しています。
〈ハイブリッド手術室の様子〉

脳神経センター
２００８年にセンターが開設され、
２０１９年からはセンター機能強
化に取り組んでいます。２０２０年
現在、２４時間体制で診療に取り
組んでいます。３診療科が所属し
ています。

糖尿病センター
２０１０年に開設されたセンター
は、３診療科から構成されています。
当センターは①合併症を未然に
防ぐこと、②合併症を早期に診断
して悪化・進展を防ぐこと、③進
行した合併症を専門的治療で改
善させることを目的としています。

総合周産期母子医療センター
２００４年に稼働を開始しました。
NICU、MFICU、成育科の３診療
科からなり、全国でもワーストで
あった青森県の新生児死亡率や
乳児死亡率は改善傾向を示して
います。

救命救急センター
当センターは４診療科からなり、
急性期から予防医学まで県民の
多様なニーズ対応しています。
また、基幹災害拠点病院として
DMATを含む災害対応、災害医療
教育を積極的に行っております。
２０１６年には日本で初の原子力
災害拠点病院に指定されました。
〈ドクターヘリの写真〉

マッチング参加後に面接（書類審査を含みます。）

日本専門医機構HPで示されている応募フローに
従って、希望プログラムに登録後、面接
詳しくは県病HPをご覧ください。

初期研修医

後期研修医

など

休暇・休業■

夏季休暇（４日）
結婚休暇
産前休暇
産後休暇

年次休暇
１年２０日（４月採用の年
は１５日）繰越制度あり（      　　　　　）

育児休暇
育児休業
子の看護休暇
短期介護休暇
看護休暇

修学部分休業
自己啓発等休業

勤務時間■
8:15～16:45（休憩 45分）

勤務条件（福利厚生）

選考方法

■福利厚生
共済組合（年金・保険）
厚生会（貸付、助成）

食堂
院内保育所
公舎あり

など

■ 給与（支給例）

後期研修医

基本給：334,100 円
初任給調整手当：308,600円
診療手当：38,000 円
地域手当：53,456 円

734,156 円

（   　　　　   ）

初期研修医

１
年
次

354,700 円（９月まで）
386,700 円（１０月から）

● 宿直業務実習手当
　 （８月まで）
● 宿日直手当（９月から）
● 時間外手当一部あり

２
年
次● 期末勤勉手当 
● 時間外勤務手当
● 扶養手当   ● 住居手当
● 宿日直手当● 寒冷地手当

など

● 期末勤勉手当 
● 時間外勤務手当
● 扶養手当   ● 住居手当
● 宿日直手当● 寒冷地手当

など

392,700 円
（診療手当・地域手当含む）

　１年目の９月から当
直が始まり、月に３~５回
ほど当直を行います。
　当直は、内科・外科
系の医師とともに初
期研修医が２～３人
ずつ担当します。

当直について



とある１日のスケジュー
ル

EICU回診8:00研修先として県病を選んだ理由を教えてください。
　大学時代に臨床実習や見学で訪れた際、指導医の
先生方が熱心に指導してくださり、信念や情熱を
持って診療されているのを見て、自分もそうなりたいと
思ったことがきっかけでした。
　また、診療科が豊富な上、研修プログラムの自由度
が高い点にも魅力を感じました。自由選択期間が長
く、研修中にローテート先を決めることができるので、
入職前に将来の志望科が決まっていなくてもじっくり
考える時間があります。

実際に県病で１年間研修をしてみた感想はど
うでしょう。
　救急医療の体制が非常に充実しています。初期研
修医は walk in 患者から救急搬送患者までファースト
タッチをすることができ、また２４時間３６５日、総合
診療部や救急部の先生がいらっしゃるので、判断に
迷う場合にはコンサルトして指導をいただくことがで
きます。
　また、当直明けには、救命センターの朝カンファレンス
で、毎回上級医から適切なフィードバックや評価を受け
ることができる教育環境が根付いており、一つ一つの
経験を次に生かすことができます。当直回数は月５
回程度と決して少なくはないですが、その分やりがい
もあって充実しています。一方、夏休みや有給休暇は
しっかり取得できますので、しっかりリフレッシュすること
ができます。

研修で特に印象に残ったことは？
　日々 の診療方針で悩んだときなど、同期が本当に心
の支えになってくれました。当院には、互いに尊重し合
える、個性豊かな人が集まっています。新型コロナウイ
ルス流行により困難な１年でしたが、相談しあったり、
励ましあったりできる素晴らしい同期がいてくれたから
こそ、乗り越えていけたのだと思います。

２０２０年採用
弘前大学卒業
卒後 １年目

初期研修医

研修先として県病を選んだ理由を教えてください。
　内科医は Generalist であるべきだという信念があり、
初期研修終了後すぐには専門領域に進まず、より広く内科
診療を学びたいという想いがありました。県内では県病
以上に内科系の診療科が揃っている市中病院はないと
思いますし、地域や総合病院の中の総合診療科で経験を
積みたいと考えていたため、総合診療部があり、指導が
手厚い印象を受けた県病を選択しました。

県病の内科専門医研修について教えて下さい。
　内科専門医研修として数ヶ月毎に各診療科をロー
テートし、様 な々専門領域の知識を磨いていきます。最
短３年間の研修を終えた時点で内科専門医試験の受
験資格の取得が可能です。ローテーションする診療科
には各内科に加えて総合診療部、救命センターおよび
連携病院での研修も含まれており、その中におけるプロ
グラムの選択自由度が高いことも魅力の一つであると
思います。どの診療科でも手厚く指導していただいてい
ます。

実際に県病で研修をしてみた感想はどうでしょう。
　内科専門医研修と言うと「初期研修医とどこが違う
の？」と思われがちですが、自分自身が責任をもって、診
療に携わることで内科医としての知識を磨いていくこと
ができます。
　例えば、今年は新型コロナウイルス感染症が流行し、
県内外の流行状況を注視しながら診療体制を変化さ
せていく必要があり、感染症診療の難しさを学びました。

今後目指していく方向について教えてください。
　「Specialist with General mind」
　高い専門性を身につけつつも、Generalな視点や能
力をもった医師になることです。

当院での研修を希望される方へのメッセージを
お願いします。
　県病の内科専門医研修は、内科を幅広く診療できる
内科医になりたい人だけではなく、内科のどの科に進む
か迷っている人にもお勧めです。一緒に頑張りましょう。
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13:00血管内治療

12:00昼休み

17:30
読影画像の
振り返り（　　　　）

カンファレンス

8:15造影室にて
画像読影

朝カンファ
レンス

8:30 外来
または
救急外来

12:30 昼休み

17:00 業務終了

正規勤務時間
（8:15～16:45）

中村医師の
場合

正規勤務時間
（8:15～16:45）

山本医師の
場合

15:00画像読影

13:30 病棟業務

16:00 夕カンファ
レンス

初期研修医専用の部屋
　研修医室には、各自の机、談話
スペース、男女別の仮眠室があります。

先輩からの
メッセージ

先輩からの
メッセージ

２０２０年採用
弘前大学卒業
卒後 ３年目

後期研修医

業務終了 18:00

公舎
　青森県立中央病院の近隣には、研修医用の独身寮や家族用の医師公舎
があります。

　県立中央病院は、新専門医制度に基づく、内科・総合診療・産婦
人科・麻酔科の専門研修基幹施設です。県立中央病院を基幹施設と
して、実践的な研修を行えます。

□

後期研修プログラムについて
ここがポイント！

専門研修基幹施設（内科系診療科をローテ―ト研修）
専門研修連携施設（大学病院・地域医療等）
専門研修基幹施設（サブスぺ並行研修）

１年目
２年目
３年目

4月 月3月5 月6 月7 月8 月9 10月 11月12月 1月 2月
内科専門研修プログラム（例）

　県内唯一の総合周産期母子医療センター（産科・新生児科・成育科）
での研修ができます。
　平成２３年度から新救命救急センター稼働とドクターヘリ運航開始に
より、救急部門の機能がますます充実しており、着実に力がつきます。２年目
からはドクターヘリへの搭乗も可能です。
　研修教育関連行事が活発で、CPCを含む院内症例発表会、研修医
による勉強会、各種カンファレンス、研修医による症例報告会などを行って
おります。

□

□

□

ここがポイント！

初期研修プログラムについて

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

内科※
救急
部門
※

小児
科※ 麻酔科※外科※

《２年次》
4月 月5 月6 月7 月8 月9 10月 11月 12月 1月 2月 月3
産婦
人科
※

精神
科※

地域
医療
※

選択科目
（将来専門としたい診療科等）

初期研修プログラム（例）

※は必須科目
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