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長崎大学病院の進化するプログラム！

③ どんどん学べる環境

① プライマリから 3 次まで
院外でのプライマリ外来研修開始！
また、2011 年 10 月より救命救急センター内に脳卒中セン
ター、外傷センターが設置され、救急車対応等で幅広い
症例を経験することができます！さらに、長崎市夜間急患
センターや輪番病院でもプライマリ研修ができるので、さ
らに充実した研修が受けられます！ 1 か月の地域研修
は、離島・へき地・長崎市内等にある 44 か所の拠点から
選択することができます！

「頭を鍛える」電子教科書やグランドラウンド、
「腕を鍛える」実力アップセミナーやシミュレーションセンター、
「英語を鍛える」無料英会話教室や短期海外研修（ハワイ大
学）等 学習環境が充実！

④ 少人数制のプログラム
少人数のマンツーマン教育で、十分な症例と十二分な指導が
受けられます。また、平成 24 年度より感染症特化プログラム、
大学院へ入学できるアカデミックコースが新設され、他の特化
コースと共に、早い段階からスペシャリストへの道が目指せま
す！

② がっつり指導
1）フィードバックシート
2）メンター制度（研修医がメンターを指名できます！）
3）研修医教育専属部署の指導医（なんと 4 月より 8 名！）
この３つの方面からフォローを行い、がっつり指導します。

⑤ ハード＆ソフト
2010 年 7 月に、各個人へ机と椅子、インターネット環境が配備
された、新研修医控室が設置されました。研修医専属コンシェ
ルジュも配置され、仮眠室も完備しています。
また、住居手当や借り上げ宿舎、研修医専用無料駐車場等、
待遇面も改革！

さらに、後期研修も高評価のＡ判定を取得！全国国立大学病院の中でトップ５！
（2011 年 2 月文部科学省大学病院間の相互連携による優れた専門医等の養成事業中間発表に於いて）

～ 処
給

与：月額 約 30 万円（基本給：日額 9,146 円
臨床研修手当 10 万円を含む）

遇 ～
住居手当：有（条件により最大 27,000 円まで支給）
駐 車 場 ：研修医専用無料駐車場 26 台

福利厚生：協会けんぽ、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入

賠償保険：病院が加入（初期臨床研修期間中は、院外研修中も補償）

休

暇：有給休暇 6 か月勤務後、1 年間に 10 日間の休暇付与

地域研修の交通費：長崎県医師臨床研修協議会【新・鳴滝塾】より補助

宿

舎：有（民間アパート借り上げによる宿舎 1DK 月額 33,000 円）
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1 年目の大学では同期も多く心強かった。2 年目に
原爆病院で研修したが、症例が多く当直もあり
様々な経験ができた。手術症例は非常に多く、勉
強になった。
（浅井昭宏先生 長崎大学卒）

研修ニーズに合わせたオーダーメード･カリキュ
ラムが可能です。23 の協力病院との連携でた
すきがけ方式を採用。 必修科目さえ履修すれ
ば、2 年目を特定診療科に特化することも可能
です。
基本となる考え方、勉強の仕方を大学病院で学ん
でから、手技を学べたこと。考えること、勉強するこ
※ＡＡ1 とＡＡ2 では、選択できる協力病院に違 と、手技、時間やスピード、全部が大切なことを実
いがあります。
感できました。
（村上聡子先生 福岡大学卒）

2 年目を長崎医療センターで研修するコース。

このプログラムの魅力は高度専門医療だけでな
く、医療センターでドクターヘリを活用した救急・離
島医療について学べることです。
（中山裕介先生 愛知医科大学卒）

長崎大学病院

唯一、1 年目を協力病院で研修するコース。

市中病院で幅広く症例や救急対応を経験したうえ
で、より専門に特化した大学病院で研修すること
で、得るものが多くなると思います。
(金村さやか先生
浜松医科大学卒)

長崎大学病院

2 年間とも大学病院で研修するコース。研修ニ 2 年間大学病院のプログラムは、2 年目の選択肢
ーズに合わせたオーダーメード･カリキュラムが の幅が広く、様々な科を自由な組み合わせで研修
可能です。必修科目さえ履修すれば、2 年目を 出来たことが良かったと思います。
特定診療科に特化することも可能です。
（大澤令奈先生 獨協医科大学卒）

長崎大学病院

このプログラムは小児科を 2 年間で 13 か月回るの
将来小児科医を希望する人に最適！
ですが、小児診療に必要なたくさんの手技や診療
必修科目さえ履修すれば、2 年目のほとんどを の仕方、治療の仕方など多くを学ばせていただき
ました。
小児科で研修することも可能です。
（濵口陽先生 長崎大学卒）

長崎大学病院

将来産婦人科医を希望する人に最適！
必修科目さえ履修すれば、2 年目のほとんどを
産婦人科で研修することも可能です。

長崎大学病院

長崎大学の特徴でもある感染症の基本から最
先端まで学べるプログラム。臨床で遭遇する各
臓器の感染症について、第二内科および熱研
内科を中心に研修します。また、検査部や感染
制御教育センターの業務にも携わり、海外への
短期派遣も可能です。
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プログラム（予定）紹介
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長崎医療センター

「長崎大学といえば感染症」。学生時代、感染症の
講義や実習中に、随所でこの言葉を耳にし、自分
自身もそう感じてきました。
「感染症を学ぶなら長
崎しかない」と思ったのが、本プログラムを希望
した理由です。
（吉村聡志さん 長崎大学卒業予定）

※特化コース
ＡＡ
プログラムＡ

ＡＣ

内科特化コース（健康保険諫早総合病院、佐世保市立総合病院のみ） 内科特化コース・・・内科を重点的に学び、将来の内科専門医を
目指すコース
外科特化コース
外科特化コース・・・外科を重点的に学び、将来の外科専門医を
家庭医・総合医コース（五島中央病院、上五島病院、
目指すコース
中対馬・対馬いづはら病院、平戸市民病院のみ）
家庭医・総合医コース・・・複数の診療科を回って幅広く総合的に学び、
内科特化コース
将来の家庭医・総合医を目指すコース
外科特化コース
精神科特化コース ・・・精神科を重点的に学び、将来の精神科専門
精神科特化コース
医を目指すコース

【平成 24 年度プログラムとの変更点（予定）】
※アカデミック（大学院進学）コース（変更予定）
研修開始とともに大学院に進学し、研修を行いながら、最短 4 年で学位（博士）取得を目指します。

プログラムＡ

ＡＡ1

2 年目に長崎市立市民病院、日本赤十字社長崎原爆病院のみ

ＡＢ

1 年目に長崎市立市民病院、日本赤十字社長崎原爆病院のみ

ＡＣ

2 年間長崎大学病院

プログラムＢ

2 年間長崎大学病院

プログラムＣ

2 年間長崎大学病院

プログラムＤ

2 年間長崎大学病院

という方は、ぜひ合同説明会にお越しください！

日時：3 月 4 日（日）11：00～
場所：ANA クラウンプラザホテル

※新・鳴滝塾初期研修トライアングルコース（追加予定）
プログラムＡ

「もっと詳しいことを聞きたい！」

グラバーヒル

詳しくは、新・鳴滝塾ホームページをご覧ください！
（http://www.narutaki-jyuku.jp/）

長崎県内の臨床研修病院のうち本院と他の 2 病院で研修

事前登録で交通費のサポートもあります！
発行＝長崎大学病院 医療教育開発センター
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