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開会のご挨拶

特別枠の医師のキャリアプランに関して

閉会のご挨拶

質疑応答

講演

金沢大学　先進予防医学研究センター

金沢大学附属病院　地域医療教育センター

石川県健康福祉部地域医療推進室次長

金沢大学附属病院　地域医療教育センター

公立松任石川中央病院　内科（消化器）

金沢大学附属病院　外科

町立富来病院　内科（皮膚科）

市立輪島病院　内科（呼吸器）

公立穴水総合病院　内科（血液）

(1) 特別枠の現況

(2) 消化器内科を専攻して

(3) 外科を専攻して

(4) 能登でのワーママ生活について

(5) 能登北部に勤務して

(6) 医師7年を振り返って

山下 竜也 氏

島上 哲朗 氏

木村 慎吾 氏

島上 哲朗 氏

杉山 　絃 先生　特別枠２期生、H28 年卒

中社 泰雅 先生　特別枠５期生、H31 年卒

伴登 永実 先生　特別枠 3 期生、H29 年卒

山本 祥博 先生　特別枠 5 期生、H31 年卒

近川 由衣 先生　特別枠 1 期生、H27 年卒
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金沢大学医学類特別枠医師の勤務状況について

金沢大学医学類特別枠とは

特別枠医師の能登北部勤務実績

特別枠学生・医師への支援

H29年度：4人  （市立輪島病院 1人、珠洲市総合病院 1人、公立宇出津総合病院 1人、公立穴水総合病院 1人）

H30年度：7人（市立輪島病院 2人、珠洲市総合病院 2人、公立宇出津総合病院 2人、公立穴水総合病院 1人）

H31年度：9人（市立輪島病院 2人、珠洲市総合病院 3人、公立宇出津総合病院 2人、公立穴水総合病院 2人）

R2年度：  8人（市立輪島病院 2人、珠洲市総合病院 2人、公立宇出津総合病院 2人、公立穴水総合病院 2人）

R3年度：11人（市立輪島病院 4人、珠洲市総合病院 2人、公立宇出津総合病院 2人、公立穴水総合病院 3人）

■知事指定医療機関

■勤務パターン

病院数

4病院

4病院

4病院

3病院

5病院

病 院 名　　

市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立宇出津総合病院、公立穴水総合病院

公立能登総合病院、公立羽咋病院、町立富来病院、町立宝達志水病院

金沢市立病院、公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院、河北中央病院

小松市民病院、加賀市医療センター、能美市立病院

金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、県立中央病院、県立こころの病院、金沢医療センター

病院区分

能登北部※

能登北部 以外

三次病院（専門研修）

能登中部※

石川中央

南加賀 ※

※能登北部、能登中部、南加賀の３医療圏は、医師不足地域

1　臨床研修 
⚫ 金沢大学附属病院を基幹病院とする初期臨床研修プログラムを選択

⚫ 指定医療機関での7年間の勤務のうち、原則、三次病院での勤務は2年以内、

　 能登北部を含む医師不足地域での勤務は概ね4年を目途に調整

⚫ 卒後3年目は、原則、能登北部の指定医療機関に勤務

⚫ 能登北部から専門医の配置要請のある診療科は、三次病院での勤務を前倒し

2　臨床研修修了後の勤務先

義務年限 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

勤務先 金大病院
（臨床研修）

三次病院
（専門研修）

原則
能登北部

医師不足状況を踏まえつつ
 ・能登北部
 ・能登北部以外に勤務
 ・三次病院に勤務（専門研修）

医師不足状況を踏まえつつ
 ・能登北部
 ・能登北部以外に勤務
 ・三次病院に勤務（専門研修）

国の緊急医師確保対策に基づき、金沢大学医学類の入学定員が増員されることを受け、平成21年度に創設。

特別枠入学者には、県より修学資金（年240万円×6年）が貸与され、大学卒業後9年間、知事が指定する

医療機関に勤務した場合に、修学資金の返還が免除されるもの。

地域医療支援センター（石川県、金沢大学附属病院地域医療教育センター）を設置し、特別枠学生に対して地

域医療実習や交流会等を実施しているほか、特別枠医師からのキャリア形成に関する相談に対応している。



金沢大学附属病院
〒920-8641  金沢市宝町13-1
https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/

TEL（076）265-2058　FAX（076）234-4326
mail : h-soum20@adm.kanazawa-u.ac.jp

問い合わせ先

研修スケジュール

研修環境について

給与・処遇について

病院見学・採用試験について

メッセージ

担当：総務課臨床研修係

　研修医の「自主性」を重んじた研修プログラムを用意しています。多様な研修医の将来やビジョン、地域医療の
ニーズに対応できる高度かつ充実した内容です。
　指導医との触れ合いも重視しながら、真に患者本位の医療の実践を学び、幅広い基本的臨床能力を取得するこ
とが可能です。

研修医・専門医総合教育センター長　吉崎 智一（耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

（例）専門領域重点プログラムで外科系診療科医を目指す場合　※研修月はおおよその目安

　すでに目指す診療科を決定している方、地域枠で診療活動に当たる方を対象とし、基本的な診療能力を身に付けるとともに、将来目指す診療
科の医師としての基礎的能力を身に付けるプログラムです。
　目指す専門の診療科の関連病院で研修することも可能です。 また、専門研修への移行をスムーズに行うことができます。

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

1年次 外科系（必修）
【本院】

内科（必修）
【中核協力型臨床研修病院】

救急（必修）
【中核協力型臨床研修病院】

2年次 （必修）
【本院】

（選択）
【本院】

地域医療
（必修）

【他機関】

（選択）
【他機関】

在籍指導医（2021年度時点） 合計214名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計62名

卒後1年次の初期研修医数
28名（男性17名：女性11名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、福井大学、鳥取大学

卒後2年次の初期研修医数
34名（男性25名：女性9名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、福井大学、藤田医科大学、名古屋大学

在籍専攻医、後期研修医（2020年度時点） 合計273名
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、富山大学、福井大学、徳島大学、東京医科大学、大阪医科
大学、杏林大学

当直体制 当直なし

カンファレンス 症例検討会（それぞれの診療科にて定期的に実施）
臨床病理検討会（CPC）（年30回程度実施）

協力型施設 国立病院機構金沢医療センター、石川県立中央病院、地域医療機能推進機構 金沢病
院、浅ノ川総合病院、金沢市立病院、石川県済生会金沢病院、金沢赤十字病院、国家
公務員共済組合連合会 北陸病院、公立松任石川中央病院、芳珠記念病院、国民健康保
険小松市民病院、加賀市医療センター、公立能登総合病院、恵寿総合病院、公立羽咋
病院、城北病院ほか　計96施設

研修修了後の進路 ●専門研修プログラムあり
（内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産科婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、リハビリテーショ
ン科、総合診療）

給与 卒後1年次（日給/年収）日給16,800円/年収400万円程度
卒後2年次（月給/年収）日給16,800円/年収400万円程度

医師賠償責任保険 病院において加入、個人加入任意

宿舎・住宅 あり　※職員宿舎に空きがあれば可能

住宅補助は家賃の額に応じて28,000円を上限に支給

社会保険 社会保険：全国健康保険協会管掌健康保険
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 なし

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始12/29-1/3、夏季休暇
有給休暇　最大20日/年（1年次、2年次とも）

当直回数 なし

病院見学 実施時期　　随時
対象学年　　医学部4〜6年生および既卒者

詳しくはホームページをご覧ください。

試験情報 選考方法　面接
昨年度受験者数　86名
マッチング者数　29名（男性18名、女性11名）
採用人数
28名

応募関連 応募書類
応募申込書を郵送により受け付けます。（応募用紙は病院ホームページからダウンロード可能）
募集要項発表の際に受付期間を発表します。

応募連絡先 総務課臨床研修係
TEL：(076）265-2058
E-mail:h-soum20@adm.kanazawa-u.ac.jp



金沢医科大学病院
〒920-0293  石川県河北郡内灘町大学1-1
http://www.Kanazawa-med.ac.jp/~hospital/recruit/trainee

TEL（076）286-3511　FAX（076）218-8244
mail : kensyu-j@kanazawa-med.ac.jp

問い合わせ先

研修スケジュール

研修環境について

病院見学・採用試験について

メッセージ

担当：臨床研修センター

　金沢医科大学氷見市民病院や能登地域の関連病院と連携することで、最先端のこ
とは大学病院で、地域医療は関連病院でとハイブリットな研修を行うことができます。
また、研修医専用の当直室やレジデントハウスなどの研修環境も充実しています。百聞
は一見にしかず！ぜひ一度当院へ見学に来てください！

臨床研修センター副部長　髙野　環（心臓血管外科）

A：放射線科または外科系選択
＊上記スケジュールは一般コースの1例
＊ローテーションは順不同
＊本院独自必修科は麻酔科（8週）に加え、放射線科と外科系のどちらか選択（4週）
＊救急12週は①救急12週と②救急8週+麻酔科4週の選択性。②の場合は必修の麻酔科8週を4週にすることも可能
＊産科、小児科専門プログラムは当該科より研修開始（12週）
＊一般外来は地域医療or協力型病院（内科、外科、小児科）で並行研修

在籍指導医（2021年度時点） 合計174名

●指導医数：医師経験7年以上
●医師数：349名
●指導医の出身大学：金沢医科大学、金沢大学、富山大学、福井大学

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計55名

卒後1年次の初期研修医数
18名（男性10名：女性8名）
主な出身大学
金沢医科大学、藤田医科大学

卒後2年次の初期研修医数
37名（男性25名：女性12名）
主な出身大学
金沢医科大学、川﨑医科大学、愛知医科大学、千葉大学

在籍専攻医、後期研修医（2021年度時点） 合計88名（男性55名：女性33名）

主な出身大学
金沢大学、富山大学、福井大学、川﨑医科大学、産業医科大学、山梨大学、東海大
学、久留米大学、北里大学

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当直医1名

開始時期
1年目4月から

カンファレンス 主なもの
（1）臨床病理検討会（CPC）（年4回当番制）
（2）医療安全、感染対策にかかわるセミナー（新入職員オリエンテーション時、他）
（3）抗菌薬適正使用セミナー（年8回）
（4）技能講習会（随時）

協力型施設 （富山県）金沢医科大学氷見市民病院
（石川県）浅ノ川総合病院、金沢市立病院、恵寿総合病院、公立能登総合病院、公立松任

石川中央病院、国立病院機構金沢医療センター、小松市民病院、芳珠記念病院
（他　県）北野病院、東京医科大学茨木医療センター　　　　　　　　　　　　など

研修修了後の進路 ・専門医研修（以下の専門研修プログラム）
（内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、形成外科、リハ
ビリテーション科、総合診療、救急科*）
*救急科は、石川県立中央病院救急科専門研修プログラム

・大学院進学

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

１年次 内科
24週

※救急
12週

精神・小児・産婦人・外科（各4週）
12週

２年次 A
4週

麻酔
8週

地域医療
8週

自由選択
48週

給与 卒後1年次（月給/年収）月給約35万円/年収約420万円
卒後2年次（月給/年収）月給約36万円/年収約432万円　※諸手当含む

医師賠償責任保険 病院で加入、個人加入は任意

宿舎・住宅 宿舎あり
単身用（月額2万円）/世帯用（月額3万円）

社会保険 日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金）、雇用保険、労働者災害補償保険、
医師賠償責任保険（本人加入）

学会補助 あり

休暇・有給 休暇：日曜、祝日、開学記念日（6月1日）、夏季休暇4日（7月1日〜9月30日までの間に取得）、
お盆（8月15日）、年末年始（12月29日〜1月3日）、4週6休による指定休

有給：1年次　15日/年、2年次　15日/年
※1年次から2年次への持ち越しあり

当直回数 宿直　4回/月
日直　1回/月

病院見学 実施時期　　随時
対象学年　　4年、5年、6年
当直見学　　なし
交通費補助　なし
*当院ホームページの「病院見学申込書」をFAXもしくは郵送でお送りください。

試験情報 選考方法　　　　面接
昨年度受験者数　36名
マッチング者数　33名（男性23名、女性10名）
採用予定人数
27名

応募関連 応募書類
当院ホームページの応募要領から「臨床研修医採用願」と「履歴書」をダウンロードのうえ必要事項
を記入のうえ、臨床研修センター事務課まで郵送してください。

応募連絡先 臨床研修センター
TEL：076-286-3511（内線5481〜5484）
E-mail：kensyu-j@kanazawa-med.ac.jp

給与・処遇について



石川県立中央病院
〒920-8530  金沢市鞍月東2-1
https://kenchu.ipch.jp/kensyu/index.html

TEL（076）231-7855　FAX（076）238-5366
mail : syokuin@ipch.jp

問い合わせ先

研修スケジュール

研修環境について

給与・処遇について

病院見学・採用試験について

メッセージ

担当：総務課　職員係

　当院は、北陸有数の入退院数、県下随一の救急搬送患者受入数、他医療機関からの搬送患者、紹介患者も多く
救急医療、高度先端医療を通して地域医療に貢献する病院です。平成30年1月に新病院が開院し、令和4年度から
は研修医の募集人数が2名増え、14名となりました。病院見学は随時受付けしております。見学を希望される診療科
の相談にも応じますので、是非一度お越しください。

臨床研修委員長　藤井　博　診療部長（腎臓内科・膠原病内科）

　厚生労働省が定める必修分野内科・救急・地域医療・外科・小児科・産婦人科・精神科の履修を最小限とし、約8.5ヶ月の選択期間を設けて
います。将来の希望進路に応じて、多数の診療科で万遍なく研修するスーパーローテートコースや、専門の診療科で長期間研修する専門コース
など、多彩な研修スケジュールを組むことができます。
（協力病院：石川県立こころの病院。金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、金沢医療センター、恵寿総合病院、加賀市医療センター等）

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

1年次 救急14週(4週×2､6週)､内科24週､外科4週､小児科4週､産婦人科4週､麻酔科4週､精神科4週､地域4週､選択42週

※希望に応じて自由にローテーションを組めます｡(変更も自由)2年次

在籍指導医（2021年度時点） 合計125名

●指導医数：医師経験7年以上
●医師数：187名
●指導医の出身大学：金沢大学、金沢医科大学、自治医科大学など

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計28名

卒後1年次の初期研修医数
14名（男性9名：女性5名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、福井大学、富山大学、岐阜大学、弘前大学、自治医科大学

卒後2年次の初期研修医数
14名（男性11名：女性3名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、大阪市立大学、自治医科大学

在籍専攻医、後期研修医
（2021年度時点）

合計19名（男性17名：女性2名）

主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学、自治医科大学、名古屋大学など

当直体制 対応医師数
研修医2名（1年生1名、2年生1名）、研修医以外の当番医9名

開始時期
5月上旬頃から（4月は2年の見学、5月は2年次がサポートに入ります）

カンファレンス 主なもの
（1）研修医による症例検討会（1人1回）
（2）当直業務向けレクチャー（当直後、振り返り）
その他、研修医の要望や各科の企画による勉強会あり

協力型施設 赤十字血液センター、石川中央保健所

研修修了後の進路 ●専門研修プログラムあり
（内科、救急科、産婦人科、病理、総合診療、整形外科、外科）

給与 卒後1年次（月給/年収）月給266,200円/年収約550万円
卒後2年次（月給/年収）月給326,192円/年収約660万円

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 あり
住宅補助上限38,000円/月

社会保険 社会保険：あり（協会けんぽ）
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始（12/29〜1/3）、夏季休暇3日
1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　3〜4回/月
2年次　3〜4回/月

病院見学 実施時期　　随時
対象学年　　特になし
当直見学　　あり
交通費補助　なし

※現在は一部制限付きで見学受入をしております。詳しくはホームページをご覧ください。

試験情報 選考方法　　　　面接
昨年度受験者数　34名
マッチング者数　14名（男性12名、女性2名）
採用予定人数
16名（公募14名+自治医2名）

応募関連 応募書類
応募申込書を郵送により受付ます。（応募用紙は病院ホームページからダウンロード可能）
募集要項発表の際に受付期間を発表します。

応募連絡先 総務課　職員係
TEL：076-231-7855
E-mail:syokuin@ipch.jp
詳しくはHPを確認してください。



独立行政法人 国立病院機構
金沢医療センター
〒920-8650  金沢市下石引町１-１
https://kanazawa.hosp.go.jp/

TEL（076）262-4161　FAX（076）222-2758
mail : 302-kenshu@mail.hosp.go.jp

問い合わせ先

研修スケジュール

研修環境について
給与・処遇について

病院見学・採用試験について

メッセージ

担当：事務部管理課　庶務係長

　当院は、精神科を含めほぼ全ての診療科が揃う北陸地区の中核となる総合病院ですが、アットホームな雰囲気も
自慢の一つです。研修は指導医と研修医のマンツーマン方式を採用し、毎月の研修医集会できめ細かな臨床指導、
評価を行っています。初期研修医時代は、その後の医師の在り方に大きな影響を及ぼす大切な時期ともいえます。
我々指導医は、２年後一人前の医師として世に送り出す義務があることを自覚し指導に専念しています。

教育研修部長　太田 和秀（小児科）
　当院の臨床研修の特徴は、外科（4週）に加えて必須選択外科（4週）を設けて最低でも8週以上の外科系のローテート研修をする事です。更
に、放射線部、検査部、薬剤部、歯科口腔外科（主に口腔ケア外来）のコメディカル部門の研修も必須研修に組み込んでいます。「チーム医療」
といいながら、他の部門の仕事内容を全く理解していないのでは、真の「チーム医療」に近づけないと思い必須研修にしています。

◎基本コース：1年次

◎基本コース：2年次

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

内科（24週以上）

外科、必須選択外科、小児科、産科・婦人科、精神科、一般外来（各4週以上）

救急（選択科である麻酔科も含めて可）（12週以上）

コメディカル部門研修（0.5日×4部門以上）

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

必須科（1年次に研修できなかった必須科）（9月までに終了）

地域医療（在宅医療も含む）（4週以上）

コメディカル部門研修（0.5日×4部門以上）

協力型病院（1診療科4週以上8週まで）・協力施設（8週まで）

在籍指導医（2021年度１月時点） 合計61名

●指導医数：医師経験7年以上の人数
●全医師数：112名（非常勤含む）
●指導医の出身大学：金沢大学、金沢医科大学、富山大学、福井大学など

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計15名

卒後1年次の初期研修医数
7名（男性5名：女性2名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学

卒後2年次の初期研修医数
8名（男性5名：女性3名）
主な出身大学
金沢大学、金沢医科大学

在籍専攻医、後期研修医（2021年度時点） 合計7名（男性6名：女性1名）

主な出身大学
金沢大学、富山大学

当直体制 対応医師数
研修医2名、研修医以外の当番医5名

開始時期
5月初旬頃から

カンファレンス 主なもの
（1）研修医向けミニレクチャー（毎週火曜日夕方）
（2）感染症セミナー（年1回）
その他、研修医の要望や各科の企画による勉強会あり

協力型施設 金沢大学附属病院、公立穴水総合病院、珠洲市総合病院、公立つるぎ病院等

研修修了後の進路 ●専門研修プログラムあり（内科）
●他院、大学病院等

給与 卒後1年次（月給/年収）月給45万円/年収560万円
卒後2年次（月給/年収）月給47万円/年収575万円

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 あり（各年次3部屋まで）
住宅補助　なし

社会保険 社会保険：あり（協会けんぽ）
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 出席に係る旅費の支給あり（1年に2回まで）

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始（12/29〜1/3）
1年次　20日/年、2年次　20日/年（別途3日/年リフレッシュ休暇有）

当直回数 1年次　5回/月
2年次　5回/月

病院見学 実施時期　　随時
対象学年　　特にありませんが5年、6年が多いです。
当直見学　　なし
交通費補助　なし

現在は来院時の検温、PCR検査、見学前14日間の健康観察票提出の上、見学受入をしております。
詳しくはホームページからお問い合わせください。

試験情報 選考方法　面接
昨年度（令和3年度実施）受験者数　21名
マッチング者数　8名（男性7名、女性1名）
採用予定人数　　8名

応募関連 応募書類
応募申込書を郵送により受付ます。（応募用紙は病院ホームページからダウンロード可能）
募集要項発表の際に、受付期間を発表します。

応募連絡先 事務部管理課　庶務係長
TEL：076-262-4161
E-mail : 302-kenshu@mail.hosp.go.jp



国民健康保険 小松市民病院公立松任石川中央病院
〒923-8560  小松市向本折町ホ60番地
https://hosp.komatsu.ishikawa.jp/

〒924-8588  石川県白山市倉光3丁目8番地
http：//www.mattohp.jp/

TEL（0761）22-7111　FAX（0761）21-7155
mail : cbsomu@city.komatsu.lg.jp

TEL（076）275-2222　FAX（076）274-5974
mail : mattohp@asagaotv.ne.jp

問い合わせ先問い合わせ先

研修環境について

研修環境について

メッセージメッセージ

担当：総務課担当：総務課　竹内

　南加賀の中核病院として、common disease から重症、稀少疾患まで偏りのない臨床に対応しています。初期救
急は病院併設型の南加賀急病センターで、２、３次救急は南加賀救急医療センターで経験することができます。
　全22の診療科に複数の医師が常勤し、各科のつながりが密接で気楽に相談したり、ディスカッションしたりでき
る雰囲気にあふれています。マンツーマンで、家庭的で実践的な研修を行います。

臨床研修管理委員長　担当部長　塚山 正市（外科）

　当院では、多数の症例を対象に高度の医療設備を利用して、十分なプライマリーケアを経験していただきます。内
科・外科には各学会指導医が多く、幅広い考え方と知識や技術の習得が容易です。将来はある程度の専門性を保
持しながら幅広い病気の診療にかかわることの出来る医師を目指す研修医に適した病院といえます。

プログラム責任者　診療部長　柿木 嘉平太

　１年次の必修科目の内科では、当院の糖尿病・内分泌内科、消化器内科、循環器内科、腎高血圧内科にて研修し、救急（麻酔科）は
12週相当以上を予定していますが、研修医の希望により調整する事ができます。最後の12週は必修または選択科目を研修医が決める事
が出来ます。
　２年次には地域医療研修や産婦人科研修があり、地域医療の研修先は、同企業団内の公立つるぎ病院などがあります。また、選択科
目の研修を金沢大学病院で希望する場合は最長10ヶ月可能です。
　スケジュールは研修医が自由に設定できます。プログラム上の必修科目の研修期間が最低限守られていれば、年度の途中でのスケ
ジュール変更も可能です。

研修スケジュール研修スケジュール

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

1年次 内科 内科 内科 内科 内科 内科 救急 救急 救急 外科 小児科 産婦人科

2年次 選択科 選択科 選択科 選択科 選択科 地域医療 選択科 精神科 選択科 選択科 選択科 選択科

在籍指導医（2021年度時点） 合計45名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計3名

卒後１年次の初期研修医数
2名（男性2名：女性0名）

卒後2年次の初期研修医数
1名（男性1名：女性0名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医1名

開始時期
5月上旬頃から

給与・処遇について
給与・処遇について

給与 卒後1年次（月給/年収）月給411,000円/年収5,918,000円
卒後2年次（月給/年収）月給429,328円/年収6,182,000円
宿日直・特勤手当別途支給

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 住宅補助 30,000円/月

社会保険 社会保険：公的医療保険
労働保険：労災保険
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、夏季休暇4日、その他特別休暇あり
1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　4回/月
2年次　4回/月

在籍指導医（2021年度時点） 合計31名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計1名

卒後1年次の初期研修医数
1名（男性0名：女性1名）

卒後2年次の初期研修医数
0名（男性0名：女性0名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医2名

開始時期
4月下旬頃から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給348,932円/年収4,815,184円
卒後2年次（月給/年収）月給375,800円/年収5,185,600円

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 宿舎あり：（1LK、床暖完備、オール電化）家賃負担なし

社会保険 社会保険：公的医療保険、厚生年金：公的年金保険
労働保険：労働者災害補償保険法の適用あり
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、お盆休み0日
1年次　20日/年、2年次　20日/年

当直回数 1年次　約4回/月
2年次　約4回/月



公立能登総合病院
〒926-0816  七尾市藤橋町ア部6-4
http：//www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp/

TEL（0767）52-8749　FAX（0767）52-9225
mail : syomu@noto-hospital.jp

問い合わせ先

研修環境について

メッセージ

担当：総務課

　当院は、県内に2か所ある救命救急センターの1つを有する434床の広域型急性期病院です。当院の初期臨床研
修の特徴は、「幅広くフレッシュな症例を多数経験できる」「プライマリーケア/午後外来（ファーストタッチ）」「基本
手技がしっかりと習得できる」です。病院見学は随時受け付けております。ご希望に沿った見学内容をご用意したい
と思いますので、お気軽にお問い合わせください。

臨床研修センター長　守友 仁志（外科）

研修スケジュール

給与・処遇について

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

1年次 内科 内科 内科 内科 内科 内科 救急 救急 救急 外科・小児科・産婦人科・
精神科・選択科目

2年次 地域医療 外科・小児科・産婦人科・精神科・選択科目

在籍指導医（2021年度時点） 合計22名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計3名

卒後1年次の初期研修医数
3名（男性1名：女性2名）

卒後2年次の初期研修医数
0名（男性0名：女性0名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医1名

開始時期
4月下旬頃から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給434,200円/年収7,500,000円
卒後2年次（月給/年収）月給441,700円/年収8,000,000円

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 あり　個人負担20,000円程度/月

社会保険 社会保険：健康保険
労働保険：あり
雇用保険：なし

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、夏季休暇3日
1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　4回/月
2年次　4回/月

城北病院
〒920-8616  金沢市京町20-3
http://jouhoku-hosp.com

TEL（076）251-6111　FAX（076）252-1993
mail : j-ishikensyu@jouhoku.jp

問い合わせ先

研修環境について

メッセージ

担当：医師研修推進室

　2020年6月に病院の建て替えが終わり、グランドオープンしました。緩和ケア病棟、ハイケアユニットを新たに加
え、急性期から回復期、療養と複合的な病院となっています。開設当初から、いつでも誰でもかかれる病院、救急の
受け入れを断らない病院を目指しています。石川県で唯一、『卒後臨床研修評価機構』より認定を受けており、多
職種の研修医への関わりも高く評価されています。地域とのつながりも強く、プライマリケアを学ぶ絶好のフィールド
があります。

研修委員長　武石 大輔（小児科）

一般外来は内科研修で実施。救急研修の残り1か月は当直研修を行います。※研修スケジュールは、１例です。
研修スケジュール

給与・処遇について

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

1年次 内科
（導入） 救急 内科 内科 内科 麻酔/

整形 外科 外科 小児科 内科 内科 精神科

2年次 内科/
救急

内科/
救急 小児科 産婦人科 内科 内科 地域 選択 選択 選択 選択 選択

在籍指導医（2021年度時点） 合計23名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計6名　※協力型病院の研修医含む

卒後1年次の初期研修医数
6名（男性5名：女性1名）

卒後2年次の初期研修医数
0名（男性0名：女性0名）

当直体制 対応医師数
研修医１名、研修医以外の当直医2名（2年次の場合は研修医以外の当直医1名）
開始時期　7月頃から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給301,650円/年収約460万円
卒後2年次（月給/年収）月給377,400円/年収約630万円
賞与　年2回

医師賠償責任保険 病院で加入

宿舎・住宅 住宅補助22,000円/月

社会保険 社会保険：各種社会保険加入
雇用保険・労災保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 休日：土・日・祝日、年末年始、5/1、8/15、夏期2日、冬期2日
有休休暇：1年次　10日/年、2年次　12日/年
その他の休暇：生理、結婚、忌引きなど

当直回数 1年次　3回/月
2年次　3〜4回/月（当直明け休暇保障あり）



恵寿総合病院 浅ノ川総合病院
〒926-8605  七尾市富岡町94
http://www.keiju.co.jp

〒920-8621  金沢市小坂町中83
http://www.asanogawa-gh.or.jp/

TEL（0767）52-3211　FAX（0767）52-3218
mail : kenshu@keiju.co.jp

TEL（076）252-2101　FAX（076）252-2102
mail : as-rinsyo@asanogawa-gh.or.jp

問い合わせ先 問い合わせ先

研修環境について

研修環境について

メッセージ メッセージ

担当：管理課 担当：総務課臨床研修担当

　恵寿ローレルクリニックでの家庭医療専門医による教育外来、救急専門医によるＥＲ研修、県外有名病院での院
外研修など、臨床研修医の期待に応えるカリキュラムを用意しています。病院見学は随時受付中です。

臨床研修センター長　新井 隆成（産婦人科）

　城下町金沢で 2000 床を展開する【医療法人社団浅ノ川】の基幹病院です。｢地域から選ばれる温もりのある病
院｣ をスローガンに、地域密着型の高機能病院として急性期から回復期リハ・療養を含めた総合的な医療提供体
制を整えています。どの分野にも対応できる柔軟なプログラムを実現しています。見学は随時受付中です。お気軽に
お問い合わせください。

臨床研修センター　センター長　光田 幸彦（脳神経外科）

研修スケジュール 研修スケジュール

給与・処遇について
給与・処遇について

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

1年次 内科 救急部門 麻酔科 外科

2年次 産婦人科 小児科 精神科 地域医療 選択・院外研修

在籍指導医（2021年度時点） 合計30名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計10名

卒後1年次の初期研修医数
6名（男性4名：女性2名）

卒後2年次の初期研修医数
4名（男性2名：女性2名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医1名

開始時期
6月から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給56万円/年収672万円
卒後2年次（月給/年収）月給60万円/年収720万円

医師賠償責任保険 必須

宿舎・住宅 あり　研修医専用宿舎

社会保険 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険加入

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、お盆休み1日
1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　4回/月
2年次　4回/月

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

1年次 内科（３ヵ月） 救急（３ヵ月）
（救急４週間を含む） 内科（３ヵ月） 外科

（1ヵ月）
産婦人科
（1ヵ月）

小児科
（1ヵ月）

2年次 地域医療
（1ヵ月）

精神科
（1ヵ月） 選択科目（10ヵ月）

在籍指導医（2021年度時点） 合計34名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計7名

卒後1年次の初期研修医数
2名（男性2名：女性0名）

卒後2年次の初期研修医数
5名（男性4名：女性1名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医2名

開始時期
5月から

給与 卒後1年次　給与 510,000円（月額）賞与 300,000円（年額）
卒後2年次　給与 550,000円（月額）賞与 400,000円（年額）

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 あり　住宅補助16,000円/月

社会保険 社会保険：あり
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 第2土・日・祝日、年末年始5日、お盆休み2日、季節休暇4日
1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　3〜4回/月
2年次　3〜4回/月



金沢市立病院 芳珠記念病院
〒921-8105  金沢市平和町3丁目7番3号
http://kanazawa-municipal-hosp.com/rinsyou_kensyu/

〒926-1226  能美市緑が丘11丁目71番地
https：//www.houju.or.jp/

TEL（076）245-2600　FAX（076）245-2690
mail : byouin@city.kanazawa.lg.jp

TEL（0761）51-5551　FAX（0761）51-5557
mail : kotomi-i@houju.jp

問い合わせ先 問い合わせ先

研修環境について

研修環境について

メッセージ メッセージ

担当：総務係 担当：人事課

　よき臨床医の養成をテーマにしています。“common disease”を数多く体験することを通して、診療能力・手技技
能・救急対応力が身に付きます。
　また、平成26年度よりナンシー大学病院（フランス）と相互派遣研修も開始しており、国際化に対応した人材を養
成します。
　見学は随時受け付けていますので，是非一度訪ねてください。

プログラム責任者　大石 尚毅（消化器内科）

　当院は、石川県能美市において、急性期から回復期、慢性期の診療機能に加え、在宅復帰・在宅療養を支援す
る機能も拡充してきました。そのため、広い診療分野において偏りのない研修が行えます。また、少人数体制のプロ
グラムなので自由度が高く、研修医は主体的に診療に参加できる研修体制です。ご興味のある方は、担当までお気
軽にお問合せください。

副院長（プログラム責任者）　井野秀一（内科）

研修スケジュール 研修スケジュール

給与・処遇について
給与・処遇について

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

1年次 内科 内科 内科 救急 救急 救急 外科 婦人科 内科 内科 内科 内科

2年次 小児科 地域医療 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択 選択

在籍指導医（2021年度時点） 合計28名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計3名

卒後1年次の初期研修医数
2名（男性0名：女性2名）

卒後2年次の初期研修医数
1名（男性0名：女性1名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医2名

開始時期
4月下旬頃から

給与 卒後1年次（月給/賞与）月給308,712円/賞与428,133円
卒後2年次（月給/賞与）月給318,703円/賞与683,152円

医師賠償責任保険 加入

宿舎・住宅 なし

社会保険 社会保険：（1年次）協会けんぽ　　　（2年次）共済保険
労働保険：（1年次）労働者災害補償　（2年次）公務員災害補償
雇用保険：なし

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、夏休み5日
1年次　10日/年、2年次　11日/年（1年次からの繰越あり）

当直回数 1年次　4回/月
2年次　4回/月

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

1年次 内科 内科 内科 内科 内科 内科 救急 救急 救急
1年次1月〜2年次5月
必須科目（外科、産婦人科、
小児科、精神科）

2年次
1年次1月〜2年次5月
必須科目（外科、産婦人
科、小児科、精神科）

地域医療 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目

在籍指導医（2021年度時点） 合計26名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計　2名　※協力型研修医含む

卒後1年次の初期研修医数
2名（男性2名：女性0名）
卒後2年次の初期研修医数
0名（男性0名：女性0名）

当直体制 対応医師数　2名
研修医１名、研修医以外の当番医1名

開始時期
5月から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給450,000円/年収5,400,000円
卒後2年次（月給/年収）月給455,000円/年収5,460,000円

医師賠償責任保険 病院において加入。個人加入は任意。

宿舎・住宅 職員寮完備（単身者用）

社会保険 社会保険：健康保険、厚生年金
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 あり　2回/年

休暇・有給 休　　暇：第１.3土曜日・日・祝日、年末年始5日、お盆休み1日、
リフレッシュ休暇（夏季休暇など）3日

有給休暇：1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 1年次　3回/月
2年次　3回/月



地域医療機能推進機構 JCHO金沢病院金沢赤十字病院
〒920-8610  金沢市沖町ハ-15
http：//kanazawa.jcho.go.jp

〒921-8162  金沢市三馬2丁目251番地
http://kanazawa-rc-hosp.jp/

TEL（076）252-2200　FAX（076）253-5074
mail : main@kanazawa.jcho.go.jp

TEL（076）242-9840　FAX（076）243-7552
mail : soumu@kanazawa.jrc.or.jp

問い合わせ先問い合わせ先

研修環境について

研修環境について

メッセージメッセージ

担当：総務企画課担当：総務課

　地域に密着した中核病院として、初期医療の知識と技術の習得だけでなく、患者さんと家族のための医療・介護
を提供するチーム医療が身につく初期臨床研修を行っています。診療科やスタッフ間に垣根はありません。
　病院見学等はいつでもお問い合わせください。

血液内科部長　大畑 欣也（血液内科）

　当院は、金沢市南西部の住宅地にあり、地域に密着した医療を展開しています。幅広いCommon disease、急性
期医療、救急医療に対応し、特に、3つのセンター機能「糖尿病・腎センター」、「消化器病センター」、「骨関節・脳
血管リハビリテーションセンター」を得意分野としています。大病院と違った家庭的な雰囲気のある病院です。みなさ
まをチーム医療の一員として受け入れたいと考えております。病院見学は随時個別に実施しておりますが、新型コロ
ナによりオンライン説明会となる場合がありますのでご了承ください。

副院長（プログラム責任者）　久田 幸正（内科）
研修スケジュール研修スケジュール

給与・処遇について
給与・処遇について

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

1年次 内科 救急 救急 麻酔科 外科 小児科 産婦人科

2年次 精神科 地域医療 選択科目

在籍指導医（2021年度時点） 合計20名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計4名

卒後1年次の初期研修医数
2名（男性1名：女性1名）

卒後2年次の初期研修医数
2名（男性1名：女性1名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医1名

開始時期
4月下旬頃から

給与 卒後1年次　月給　約450,000円（各種手当・当直2回含む）
卒後2年次　月給　約480,000円（各種手当・当直2回含む）

医師賠償責任保険 任意で加入

宿舎・住宅 単身寮あり　　住居手当：月額上限28,000円　※借家に限る

社会保険 社会保険：公的医療保険
労働保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始12/29〜1/3
1年次　15日/年、2年次　20日/年

当直回数 1年次　2回/月
2年次　2回/月

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

1年次 内科 救急 選択科目

2年次 必修科目
（外科、小児科、産婦人科、精神科） 地域医療 選択科目

在籍指導医（2021年度時点） 合計24名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計5名　※協力型研修医含む

卒後1年次の初期研修医数
2名（男性1名：女性1名）

卒後2年次の初期研修医数
3名（男性2名：女性1名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当直医1名

開始時期
4月下旬頃から

給与 卒後1年次（月給/年収 例）月給約43万円/年収約550万円
卒後2年次（月給/年収 例）月給約50万円/年収約660万円

医師賠償責任保険 病院で加入（任意で個人加入も可）

宿舎・住宅 住居手当 上限28,500円/月　（宿舎なし）

社会保険 社会保険：公的医療保険（社会保険）、公的年金保険（厚生年金）
労働保険：労働者災害補償保険法の適用あり､　国家・地方公務員災害補償法の適用なし
雇用保険：あり

学会補助 あり

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始6日、創立記念日（5/1）、夏季休暇3日、
特別有給休暇（慶弔等）等
有給・・・ 1年次　10日/年、2年次　11日/年

当直回数 3〜4回/月



石川県地域医療支援医師
修学資金貸与制度

石川県地域医療支援医師
修学資金貸与制度

小児科医（小児外科含む）・ 産科医（産婦人科含む）・麻酔科医・
外科医（脳神経外科含む）を目指す
● 医学生５・６年生
● 臨床研修を終了した大学院生

年額　２，４００，０００円

 石川県健康福祉部地域医療推進室

貸与額

最長 2年間貸与期間

4 名貸与人数

返還免除

★知事が指定する自治体病院

対象者

※返還となったときは、貸与を受けた修学資金の額に利息（年 10％）を加えた額を一括して
返還しなければならないこととなります。

市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立宇出津総合病院、公立穴水総合病院、
公立能登総合病院、公立羽咋病院、町立宝達志水病院、町立富来病院、
能美市立病院、小松市民病院、加賀市医療センター、県立中央病院

＜お問い合せ＞

臨床研修終了後（大学院生の場合は大学院修了後）6年間のうち、
石川県知事が指定する自治体病院（★）で貸与期間と同じ期間
（最長２年間）、小児科、産科、麻酔科又は外科の医師として勤務
した場合、返還が免除されます。

TEL 076-225-1449   FAX 076-225-1434
E-mail  iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp

※県立中央病院は産科のみ

加賀市医療センター
〒922-8522  加賀市作見町リ36番地
http：//www.kagacityhp.jp/

TEL（0761）72-1188　FAX（0761）76-5263
mail : jinjihosp@city.kaga.lg.jp

問い合わせ先

研修環境について

メッセージ

担当：総務課

　当院は地域唯一の急性期病院です。柔軟な各科協力体制、活動的な総合診療・救急部門、コメディカルスタッフ
一体となったチーム医療などの特色があります。その中心的役割を担う医師を育てることを目標に、実践的な研修を
行っています。お気軽にお問合せ下さい。

プログラム責任者　副院長　水冨 一秋（内科）

研修スケジュール例

給与・処遇について

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

1年次 内科 内科 内科 救急 救急 救急 内科 内科 内科 麻酔科 産婦人科 外科

2年次 小児科 精神科 地域医療 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目

在籍指導医（2021年度時点） 合計26名

在籍初期研修医（2021年度時点） 合計7名（たすき掛け研修医含む）

卒後1年次の初期研修医数
5名（男性3名：女性2名）

卒後2年次の初期研修医数
2名（男性2名）

当直体制 対応医師数
研修医1名、研修医以外の当番医2名

開始時期
5月上旬頃から

給与 卒後1年次（月給/年収）月給400,000円（地域手当含む）/年収約750万円
卒後2年次（月給/年収）月給410,000円（地域手当含む）/年収約770万円

医師賠償責任保険 病院において加入（個人加入は任意。費用を負担します。）

宿舎・住宅 あり（賃貸料の一部は入居者負担）

社会保険 社会保険：公的医療保険
労災保険：あり
雇用保険：あり

学会補助 あり（年間150,000円以内）

休暇・有給 土・日・祝日、年末年始12/29〜1/3
1年次15日/年、2年次20日/年、夏季休暇5日、その他特別休暇あり

当直回数 1年次　2〜4回/月
2年次　2〜4回/月


