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臨床研修医募集！ 

私たちと一緒に 

楽しく、実力のつく 

研修をしませんか！ 

0 

災害だけじゃないんです！ 
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テーマ 

• 災害医療センターとは？ 

• 研修病院としてのアピールポイント 

• 研修プログラム 

• 研修生活環境 

• 見学や選抜方法について 
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災害医療センター 
とは？ 
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独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

・災害医療センターは国立病院機構
(NHO)に属します 

・NHOは140の病院を有する日本
最大の病院ネットワークです!!! 
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• 28診療科 

• 病床数  455床 

     災害時には900床に増床！ 

• 令和元年度実績 

–救急休日夜間患者数  8455人/年 

–救急車搬送台数   6366人/年 

–外来患者数    145891人/年 

• 紹介率 84.5% ・ 逆紹介率 139.4% 

–入院患者数    183519人/年 
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基幹災害拠点病院としての働き 
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東日本大震災、最近では熊本地震で活動 

国内外問わず災害医療派遣。 

 日本の災害医療の中心と言っても過言
ではありません！ 

 伊勢志摩サミットにも参加 

 

院内にあるDMAT事務局 
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基幹災害拠点病院としての働き 

倉庫に備蓄されている
簡易ベッド 

年に2回、周辺の消防隊や
自衛隊を巻き込んで病院を
挙げて行われます 

備蓄食料 

900人×3食3日分!! 
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災害訓練も大きなイベントです！ 

 研修医の先生も参加するイベントで、ボランティアの

参加も多く、実際の災害さながらの訓練が繰り広げ
られます。 
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救命科 

当院は 内科系・外科系・救命科 3つの領域において 

充実した教育・研修を提供します。 

外科系 内科系 

血液内科 糖尿病・内分泌内科 

膠原病・リウマチ内科 呼吸器内科 

循環器内科 消化器内科 

神経内科 腎臓内科 

消化器・乳腺外科 脳神経外科 

整形外科 

泌尿器科 耳鼻咽喉科 

眼科 形成外科 

呼吸器外科 心臓血管外科 

小児科 麻酔科 

放射線科 病理 

精神科 

緩和医療・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科 

婦人科 

皮膚科 歯科口腔外科 

リハビリテーション科 



独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

当院のある立川市の場所 

ほぼ東京都の真ん中に位置し 

都市として多彩な顔を持ちます! 
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災害医療センター全景 

9 

２カ所あるヘリポート！ 
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バランスのとれた研修！ 

研修病院としての 

アピールポイント 



独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

研修病院としてのアピールポイント 

• 良好な立地 

• 一次救急から三次救急まで豊富な症例 
• 二年間で救命当直100回、内科当直50回 

• プライマリケアからインテンシブケアまで 

• 後期研修医として活躍している先輩が多い 

• 合理的な官舎と給料 

• 充実した研修プログラム 
• On the Job Trainingとして多くの手技が学べる 

• 勉強会なども充実 
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プライマリケアも学べる！ 

• 救急外来での当直が研修に組み込まれており、
重症度に関わらず初期対応が学べる! 

• 初期研修の中で初診患者を診察することができ
る、数少ない機会。 

• 研修医だけの当直業務ではないため、上級医
の指導のもとで適切な処置や専門医へのコンサ
ルトの必要性などのトリアージを学べ、その場で
効果的にフィードバックされる。 
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数多くの症例が学べる! 

・教科書的な典型症例! 

・非常に稀な疾患!! 

・稀な疾患は症例報告する 

  価値あり!!!  
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がん診療が学べる! 

• 地域がん診療連携拠点病院です。 

• 様々な領域のがん診療を経験できます。 

• 終末期の患者さんの治療を通じて、緩和医療
疼痛コントロールなどのターミナルケアも学ぶ
ことができます。 
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研修医勉強会 
 企画の主体は研修医 

 

 自分が学びたいことを 

 テーマに知識を深める 

 

 オブザーバーとして 

 適宜指導医が参加 

 

 研修医が顔を合わせる 

 大事な時間でもある。 
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内科症例カンファレンス（CC) 

 月に1回開催され、症例に応じた 

 標準的治療や最新の知見を、 

 エビデンスを踏まえて学べます 
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Clinico-pathological conference (CPC) 

臨床医・病理医による剖検例の病態解明 

 

2ヶ月に1回開催されます。 

指導医の指導による資料準備と、 

病理の先生（2名勤務）とのdiscussionにより 

確実な知識の習得が可能です。 
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学会発表・論文作成 
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2013年 研修医 宮原先生 

2016年 研修医 飯島先生 

英文論文が発刊されました！ 

 

学会発表の機会あり！ 

アカデミックな活動の支援をします。  
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研修修了発表会 
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研修プログラム 
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初期研修プログラム 
(2020年～新プログラム)プログラム番号030240401 

1年目 

                                                                    

  
内科30週(*1) 
循環器内科 6週 
呼・消・腎内・血内 
糖内/膠内 各4週 

外科10週(*2) 
一般外科 4週 

整・形・泌・呼外のうち1科 3週 
救命救急科 8週 

  

    

                                                                    

2年目 

                                                                
    

  麻酔科 
6週 

  

救命救急科 
4週 

精神科 
(院外) 
4週 

 
 

産婦人科 
院外2週 
院内2週 

 
 

小児科 
4週 

地域医療 
4週(*3) 

総合診療
科 

(外来) 
2週 

  
保健所 
(選択) 
2週 

選択 
18～20
週(*4) 

  

  

    

  

                                                                    

*1.循環器6週 消化器科・呼吸器科・腎臓内科・血液内科・神経内科・糖尿内科/膠原病内科 各4週間の計30週 

*2.一般外科4週間+脳神経外科3週間+整形外科・形成外科・泌尿器科・呼吸器外科のいずれか一科3週間の計10週間 

*3.在宅2週+開業医2週＝4週間  

*4.院内全科で各科1期間1～3名対応。原則として1科は4週間以上とする 
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研修生活環境 
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研修生活環境 初期研修医 

• 待遇  

期間医師 
 

• 給与 

一年次  380,000円/月程度 

二年次  380,000円/月程度 

»宿日直手当（20,000円/回）込み 
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研修生活環境 後期研修医 

• 待遇  

期間医師（常勤切替あり） 
 

• 給与 

一年次  420,000円/月程度 

 宿日直手当（20,000円/回）込み 

二年次より常勤待遇 

24 



独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

研修生活環境 

• 官舎 2010年リフォームされ快適な住空間 
• 宿舎費  7400円/月（管理費込） 

– 1K・ユニットバス付・ベッド備 
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18m2 
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見学や選抜方法について 
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病院見学について 

• 見学申請依頼 
 

–所定の書式をHPからダウンロードし、必要事項を
記載した上でメールあるいは郵送するだけです。 

–後日、担当者より連絡があります。 

 

• 複数科の見学にも対応します。 
 

※病院見学の実施についてはホームページをご確認ください。 

27 



独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

初期研修医の募集と選抜方法 

• 書類審査（履歴書、成績証明書）、 幹部および

医長による面接試験により行い、研修医はマッ
チングプログラムによって採用決定。 

 

• 応募締切日： 8月上旬 

• 選  抜  日： 8月中旬 

※日程についての詳細は当院ホームページをご 

 確認ください。                                   
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後期研修医の募集と選抜方法 

• 書類審査、 幹部および医長による面接試験によ
り行い採用決定。 

 

• 随時募集中：ホームページ参照 
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当院で私たちと一緒に充実した研修生活を送りませんか！ 


