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臨床研修医募集に当たり

医師法の改正により、平成１６年４月から医師免許取得後に２年以上の臨床研修を

必須として義務づけられた新しい医師臨床研修制度が施行され、当院も、平成１５年

１０月に研修医を受け入れる病院として、臨床研修病院の指定を受けました。

新しい医師臨床研修制度は、医師免許取得後の医師が幅広い分野に於ける基本的な

診療能力を修得することを目的として、内科・外科・救急部門など様々な臨床分野で

の適切な指導体制により研修を実施することを求めています。又、研修においては、

プライマリ・ケアを重視した総合診療方式（スーパーローテート方式）で行われ、研

修効果を高めるために、臨床研修中の医師を研修に専念させるとともに研修修了の評

価を適正に行うことが求められております。又、研修医を受け入れる一つの方法とし

て、医師臨床研修マッチング協議会が日本医師臨床研修マッチングプログラムにより、

研修を希望する医師と臨床研修病院の研修プログラムと、研修を希望する医師及び臨

床研修病院の希望を踏まえて、一定の規則（安定マッチングのアルゴリズム）に従っ

て、コンピュータにより効率的に組合せを決定するマッチング方式が導入されていま

す。

当院の臨床研修プログラムは、厚生労働省より提示された『臨床研修の到達目標』

に準じて策定しております。プログラムの特色、目標概要は次のとおりです。

プログラムの特色

日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるようプライマリ・ケアの

基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身につけ、各診療科の枠を超えた救急医療

・総合診療・集学的治療を実践するための基本を習得することが出来る。また、救急

医療・急性期医療と慢性期医療及び地域保健施設を併設する医療機関であり、一貫し

た医療体系を経験することが出来る。

臨床研修目標概要

医師としての人格を涵養し、将来の専門性に関わらず、医学・医療の社会的ニーズ
かんよう

を確認しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるようプライ

マリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身につける。

プログラム名称及びプログラム責任者

会津中央病院臨床研修プログラム

プログラム責任者：島貫 公義（外科部長）

副プログラム責任者：髙梨子 篤浩（産婦人科部長）

副プログラム責任者：小林 辰輔（救命救急センター所長）



基本研修日程・年間スケジュール

研修予定診療科（分野） （全１０４週、１０分野）

研修分野 研修期間 「病院名又は施設名」

内科 ２４週 会津中央病院

福島県立医科大学会津医療ｾﾝﾀｰ附属病院

白河厚生総合病院

救命救急 １２週 会津中央病院

地域医療 ４週 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

（＊１） 只見町国民健康保険朝日診療所

磐梯町保健医療福祉センター

医療法人いいづかファミリークリニック

医療法人いとう子どもクリニック

猪苗代町立猪苗代病院

南相馬市立総合病院

県立宮下病院

県立南会津病院

小児科 ４週 福島県立医科大学附属病院

竹田綜合病院

医療法人いいづかファミリークリニック

医療法人いとう子どもクリニック

外科 ８週 会津中央病院

麻酔科 ８週 会津中央病院

産婦人科 ４週 会津中央病院

精神科 ４週 つるが松窪病院

一般外来 ４週 会津中央病院

（＊２） 福島県立医科大学附属病院

福島県立医科大学会津医療ｾﾝﾀｰ附属病院

竹田綜合病院

白河厚生総合病院

医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

只見町国民健康保険朝日診療所

福島県立宮下病院

福島県立南会津病院

医療法人いいづかファミリークリニック

医療法人いとう子どもクリニック

磐梯町保健医療福祉センター

猪苗代町立猪苗代病院

南相馬市立総合病院

選択診療科 ３２週 会津中央病院

福島県立医科大学附属病院



福島県立医科大学会津医療ｾﾝﾀｰ附属病院

竹田綜合病院

白河厚生総合病院

医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

只見町国民健康保険朝日診療所

福島県立宮下病院

福島県立南会津病院

医療法人いいづかファミリークリニック

医療法人いとう子どもクリニック

磐梯町保健医療福祉センター

猪苗代町立猪苗代病院

南相馬市立総合病院

福島県赤十字血液センター

福島県会津保健福祉事務所

＊１…地域医療は協力病院及び施設を選択し、４週研修する。

また、在宅医療研修を含むこととする。

＊２…一般外来研修については、並行研修を含め、計４週以上行うこととする。

選択可能な診療科は以下の通りである。複数選択し３２週研修する。

会津中央病院 （救命、整形外科、外傷再建、産婦人科、外科、消化器科、呼吸器

科、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科、麻酔科、泌尿器科、

放射線科、形成外科、病理、心療内科）

福島県立医科大学附属病院 （小児外科、麻酔疼痛緩和科、心臓血管外科）

会津医療ｾﾝﾀｰ附属病院 （総合内科、漢方内科、血液内科、循環器内科、感染症･

呼吸器内科、消化器内科、糖尿病・代謝・腎臓内科、小

腸・大腸・肛門科、外科、整形外科）

竹田綜合病院 （内科、消化器科、循環器科、小児科、外科、麻酔科、産婦人科、

精神科、整形外科、形成外科、脳神経外科、神経内科、心臓血管

外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科）

白河厚生総合病院 （総合診療科）

いいづかﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ （小児科、地域医療）

いとう子どもクリニック （小児科、地域医療）

朝日診療所／磐梯町保健医療福祉センター／猪苗代病院／有隣病院／宮下病院／

南会津病院／南相馬市立総合病院（地域医療）

福島県赤十字血液センター／福島県会津保健福祉事務所 （保健・医療行政）

研修協力施設での研修は最大１２週とする。

但し、へき地の医療機関における研修期間についてはこの限りでない。

ＣＰＣは当院で行う。



臨床研修病院としての形態（会津中央病院臨床研修病院群）

基幹型臨床研修病院 会津中央病院

協力型臨床研修病院 つるが松窪病院

医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

福島県立医科大学附属病院

福島県立医科大学会津医療ｾﾝﾀｰ附属病院

竹田綜合病院

白河厚生総合病院

臨床研修協力施設 磐梯町保健医療福祉センター

医療法人いいづかファミリークリニック

医療法人いとう子どもクリニック

只見町国民健康保険朝日診療所

福島県立宮下病院

福島県立南会津病院

猪苗代町立猪苗代病院

南相馬市立総合病院

福島県赤十字血液センター

福島県会津保健福祉事務所

指導体制

研修医１名に１名の指導医が指導にあたる。

研修指導医の出身・関連大学

○福島県立医科大学 産婦人科・心臓血管外科・泌尿器科・放射線科・内分泌乳

腺外科・外科・耳鼻咽喉科・整形外科・麻酔科・精神科・

循環器科・健診センター・総合診療科・内科・病理・

内分泌内科・外傷再建センター

○日本医科大学 循環器科・心臓血管外科・消化器一般外科・内科・

救命救急センター・呼吸器科・呼吸器外科・神経内科・

整形外科・皮膚科・形成外科・美容外科・泌尿器科

○東京大学医学部 脳神経外科・神経内科

○新潟大学医学部 整形外科

○東邦大学医学部 整形外科

○防衛医科大学 整形外科・救命救急センター

○広島大学医学部 消化器科

○昭和大学医学部 内科・消化器科・眼科・病理

○自治医科大学医学部 消化器科一般外科・救命救急センター

○弘前大学医学部 内分泌乳腺外科・病理

○奥羽大学医学部 歯科・歯科口腔外科、歯科麻酔科

○山梨医科大学医学部 心療内科



大分大学医学部 東北大学医学部 帝京大学医学部 埼玉医科大学 順天堂大学

等々

各種学会 研修・認定医・専門医修練のための指定項目

日本脳卒中学会認定研修教育病院

日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設

日本外科学会外科専門医制度修練施設

日本麻酔科学会認定病院

日本整形外科学会整形外科専門医研修施設

日本救急医学会救急科専門医指定施設

日本産科婦人科学会認定医制度卒後研修施設

日本手外科学会認定研修施設

日本消化器病学会認定施設

日本呼吸器外科学会専門医認定修練施設

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設

日本内科学会認定教育関連病院

日本がん治療認定医機構認定研修施設

福島県医師会母体保護法指定医師研修施設

日本静脈経腸栄養学会認定栄養サポートチームNST専門療法士認定教育施設

日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設

日本病理学会認定施設

日本臨床細胞学会認定施設

日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度認定施設

日本形成外科学会教育関連施設

日本口腔外科学会認定研修施設

日本歯科麻酔科学会認定医研修施設

日本乳癌学会認定施設

下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術の実施施設

日本放射線腫瘍学会認定協力施設

日本胆道学会認定指導医制度指導施設

日本脈管学会認定研修関連施設

日本泌尿器科学会専門医教育施設

日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

日本消化器内視鏡学会指導施設

日本大腸肛門病学会関連施設



１ 応募資格 ２０２０年医師国家資格合格見込者

２ 募集人員 ５名

３ 研修期間 ２０２０年４月１日から２０２２年３月３１日までの２年間

尚、研修後そのまま専門研修に入り３年以上の研修も可能です。

４．研修型別 基幹型

５ 身分及び処遇 ①身分 常勤医師

②研修手当 １年次 月額 ５００，０００円

２年次 月額 ５５０，０００円

③勤務時間 ８：３０－１７：００

④休憩時間 １２：００－１３：００

⑤時間外勤務 有

⑥当直 ２年目より月４回程度（当直手当あり）

⑦休暇 日曜、祝日、第１・３土曜日、

年末年始休暇、特別休暇（慶弔）

有給休暇（１年次１０日、２年次１１日）

⑧住宅 宿舎有 （５０，０００円まで住宅手当あり）

⑨研修医の部屋 有（中央医局内）

⑩各種社会保険 健康保険・厚生年金・労災・雇用保険適用

⑪健康診断 年２回

⑫医師賠償責任保険 病院で加入（施設賠償）

⑬学会・研究会等への参加可・費用支給有

⑭臨床研修病院群以外の医療機関で診療を行わない

（アルバイト禁止）

６ 選考方法 面接（マッチング参加）

７ 面接日

第一次募集 ２０１９年 ８月２０日（火）

２０１９年 ９月 ３日（火）

２０１９年 ９月２４日（火）

※原則、上記の日程になりますが、ご相談に応じますので、

お問い合わせください。

第二次募集 マッチング終了後随時対応します。

※希望する面接日の５日前までに到着するように応募書類を郵送下さい。



８ 採 用 採用は２０２０年４月１日の予定です。但し、医師国家試験に

合格しない場合は採用となりません。

９ 病院見学 随時（交通費支給）

日程調整のため、見学希望日の１週間前までにご連絡下さい。

特に希望する診療科などがありましたら併せてご連絡下さい。

１０ 応募手続 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書を同封の

上、下記へ申し込んで下さい。尚、面接試験についても、事前

にご連絡下さい。

１１ 開設者 一般財団法人温知会 理事長 南 嘉輝

１２ 病床数 ７１３床

１３ 問い合わせ先 〒965-8611

及び 福島県会津若松市鶴賀町１番１号

資料請求先 一般財団法人温知会 会津中央病院

TEL 0242-25-1515 FAX 0242-24-1529

URL http://www.onchikai.jp

総務課 担当：田崎 智之 E-mail tasaki@onchikai.jp

１４ 交 通 会津若松駅から約５㎞、車で約１０分、バスで約１５分

磐越自動車道河東インターチェンジから約６㎞、車で約１０分



法人の概要

１ 法人の名称 一般財団法人温知会

２ 設立年月日 昭和５１年４月８日

３ 開設者 理事長 南 嘉輝

４ 開設する施設 会津中央病院

救命救急センター

健診センター

脳卒中センター

消化器病センター

内視鏡センター

循環器病センター

外傷再建センター

つるが松窪病院

ホームケアサービス（訪問介護事業）

会津中央訪問看護ステーション

会津中央訪問看護指定居宅介護支援事業所

デイサービスセンター多生苑

介護老人保健施設 悠悠

介護老人保健施設 多生苑猪苗代

介護老人保健施設 ライフケア鶴賀

介護老人保健施設 ライフサポート寧寧

介護療養型老人保健施設 天生

介護付有料老人ホーム 多生苑西栄町

介護付有料老人ホーム レジデンス桜子

メディカルフィットネスアンチエイジングバンク

プリスクール水輝（附属保育園）

猪苗代町立猪苗代病院（指定管理者）



病院の概要

１ 所在地 福島県会津若松市鶴賀町１番１号

TEL 0242-25-1515

２ 管理者 病院長 武市和之

３ 臨床研修管理委員長 島貫公義（プログラム責任者、外科部長）

４ 開設許可年月日 昭和５２年４月１日

５ 許可病床数 ７１３床（ 一般病床７１３床 ）

６ 診療科目 内科、呼吸器科、呼吸器外科、消化器科、循環器科、

小児科、小児外科、外科、眼科、整形外科、形成外科、

脳神経外科、産婦人科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、

麻酔科、皮膚科、放射線科、泌尿器科、リハビリテー

ション科、精神科、神経科、歯科、歯科口腔外科、美容

外科、内視鏡内科、救急科、病理診断科、消化器外科

神経内科 （ 以上３０科目 ）

病院の診療状況 １日平均入院患者数 約 ６００人

１日平均外来患者数 約 ９００人

救命救急入院２０床

（特定集中治療室(ICU)１０床、HCU１０床、広範囲熱傷特定集中治療室）

中央集中治療室 １０床

脳神経疾患ＮＣＵ １０床

脳卒中ケアユニット １２床

脳卒中センター、消化器病センター、循環器病センター、外傷再建センター、人

工透析室

７ 主な医療設備

内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、ＣＴ、ヘリカルＣＴ、１．５ＴＭＲＩ、

ＳＰＥＣＴ、骨塩定量、ＲＩ、マンモグラフィー、エコー、Ｘ線テレビ、デジタ

ルラジオグラフィー、心カテ装置、脳血管撮影装置、自動血液ガス分析、レーザ

ー治療装置、心エコー、ホルター心電計、トレッドミル、除細動器、高圧酸素療

法、人工心肺装置、リニアック、ＩＡＢＰ、透析、マイクロサージャリー、集束

超音波治療装置エキサブレイト（ＦＵＳ）、電子カルテシステム、ＲＩＳ・ＰＡ

ＣＳシステム、密封小線源治療装置、マルチスライスＣＴ（320列）、ダ・ヴィ

ンチＳ、ＰＥＴ－ＣＴ



８ 病院の特色

当温知会は、昭和５２年４月１日に会津中央病院を開設（現在病床数７１３床）

し、急性期型病院として、救命救急センターの開設、地域災害医療センター・東

北ブロックエイズ拠点病院・臓器提供施設・がん診療連携拠点病院のそれぞれの

指定を受け、また、脳卒中センター・健診センターの機能を整備し地域のニーズ

に応えて参りました。

また、関連法人では、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等の医療・福祉関

連施設を有しており、慢性期医療も充実しております。

平成１６・１７・１８年度に、電子カルテシステム・オーダリングシステムの導

入、大規模な放射線機器類の更新と画像配信、ドクターカーの更新、最新治療装

置・研究設備を充実させております。

平成２７年７月には、救命救急センター･脳卒中センター･消化器病センター･手

術室などが設備されたイーストセンター棟が竣工し、急性期型病院としての機能

をさらに高めました。

建物に関しても、利便性を考え再構築し、我々が地域にあって何をすべきか常に

考えて地域の高度医療・医療福祉の向上に貢献しています。

９ 病院の沿革

１９６４年 ４月 病院開設

１９７７年 ４月 財団法人白楡会総合会津中央病院開設

１９８１年１０月 救急センター開設、特定集中治療室ＣＣＵ（冠状動脈疾患）

承認

１９８６年 ４月 第三次救急医療施設指定

１９８６年１０月 第三次救急医療施設指定に伴う救命救急センター開設、ド

クターカー導入

１９９６年 ９月 東北ブロックエイズ拠点病院指定

１９９６年１１月 地域災害医療センター指定

１９９８年 ６月 臓器提供施設指定

２００２年 １月 財団法人 温知会 会津中央病院へ名称変更

２００２年 ４月 保育園プリスクール水輝開設

２００２年 ７月 新手術棟完成

２００３年１０月 臨床研修病院の指定

２００４年１０月 オーダリングシステム導入

２００４年１０月 介護老人保健施設悠悠開所

２００４年１２月 ＩＳＯ９００１を取得

２００５年 ４月 電子カルテシステム導入

２００５年 ６月 放射線棟完成

２００５年 ６月 集束超音波治療装置（エキサブレイト）導入

２００５年１２月 医用画像情報システム（ＰＡＣＳ）導入

２００６年１０月 受付・案内ロボット導入

２００８年 ２月 がん診療連携拠点病院指定



２００８年 ４月 ヘリポート竣工

２００８年 ５月 密封小線源治療装置導入

２００９年 ３月 ヘリコプター導入

２００９年 ５月 新棟（ウエスト２棟）竣工

２００９年１１月 猪苗代町立猪苗代病院開院

２０１０年 ９月 デイサービスセンター多生苑 開設

２０１１年１１月 介護付有料老人ホーム多生苑西栄町 開設

２０１２年 ８月 介護老人保健施設 多生苑猪苗代 開設

２０１３年 ２月 一般財団法人温知会 会津中央病院へ名称変更

２０１５年 ６月 イーストセンター竣工

２０１６年 ２月 メディカルフィットネスクラブアンチエイジングバンクオ

ープン

２０１７年１１月 介護療養型老人保健施設 天生



関連法人及び施設

○社会福祉法人温知福祉会

特別養護老人ホーム 天生

特別養護老人ホーム 枝雪零苑

特別養護老人ホーム 気生苑

○学校法人温知会

仁愛高等学校

仁愛看護福祉専門学校

○医療法人社団 仁嘉会

介護老人保健施設 湯花里苑

舘岩愛輝診療所

グループホーム花 南会津

○医療法人社団 盈科会

老人保健施設 ケアセンター阿見

グループホーム 阿見

○会津中央健康保険組合

○社会福祉法人 明智福祉会

特別養護老人ホーム レジデンスふじの郷


