京都府立医科大学附属北部医療センター
平成３１年度研修医募集要項
１

２

応募資格
下記(1)又は(2)に該当する者
(1) 平成３１年実施の第113回医師国家試験を受験し、医師免許取得見込みの者で、
日本医師臨床研修マッチングプログラムに参加登録する者
(2) 平成２１年以降に実施された医師国家試験に合格したが、いずれの病院において
も臨床研修を開始していない者
研修プログラムの名称及び募集定員
京都府立医科大学附属北部医療センター臨床研修プログラム

スタンダード
プログラム

１年目
２年目

京都府立医科大学附属北部医療センター
京都府立医科大学附属北部医療センター
３名

Ａコース
ベーシック
プログラム

Ｂコース
Ｃコース

１年目
２年目
１年目
２年目
１年目
２年目

京都府立医科大学附属北部医療センター
京都府立医科大学附属病院
京都府立医科大学附属病院
京都府立医科大学附属北部医療センター
京都府立医科大学附属北部医療センター
協力病院

（１）スタンダードプログラム
▲

１年次、２年次ともに京都府立医科大学附属北部医療センターで研修するコース

研修月数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
基本研修科目
１年次
内科（６箇月）※１
外科（３箇月） 救急科（麻酔科含む）（３箇月）
必修選択科目
自由選択科目（※２）から選択
必修
２年次 地域医療 小児科又は産婦人科 精神科
計８箇月、１箇月単位で選択
※１ 内科研修にオリエンテーション及び初期医療の基本的知識・技能を含む（当初0.5箇月）
※２ 自由選択科目
総合診療科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、
神経内科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、
小児科、 眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、精神科、麻酔科、皮膚科、
救急科、放射線科、病理診断科、地域医療・保健
地域医療では、丹後地域以外の宮古島等離島での研修もできます。
自由選択科目では、府立医科大学附属病院、福知会もみじヶ丘病院、舞鶴医療
センター、舞鶴共済病院でも研修できます。
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（２）ベーシックプログラム
①Ａコース
▲

１年目を京都府立医科大学附属北部医療センターで、２年目を京都府立医科大学附属
病院で研修するコース

研修月数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
基本研修科目
１年次
内科（６箇月）※１
外科（３箇月） 救急科（麻酔科含む）（３箇月）
自由選択科目（※２）から選択
必修
２年次 地域医療
計１１箇月、１箇月単位で選択
※１内科研修にオリエンテーション及び初期医療の基本的知識・技能を含む（当初0.5箇月）
※２自由選択科目
京都府立医科大学附属病院研修プログラムで実施
総合診療部、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、
内分泌・糖尿病・代謝内科、血液内科、膠原病・リウマチ・
アレルギー科、神経内科（老年内科）、消化器外科、心臓血管外科、
呼吸器外科、内分泌・乳腺外科、移植・一般外科、形成外科、
脳神経外科、整形外科、産婦人科、眼科、皮膚科、泌尿器科、
耳鼻咽喉科、精神科・心療内科、放射線科、麻酔科、小児科、
小児外科、小児心臓血管外科、小児循環器・腎臓科、病理診断科、
救急医療科、集中治療部、臨床検査部
選択科目専門コース（年度によって開講科目が異なる）
※ 選択できる診療科・中央部門及び開講される専門コースは変更され
ることもある。

②Ｂコース
▲

１年次を京都府立医科大学附属病院で、２年次を京都府立医科大学附属北部医療セン
ターで研修するコース

研修月数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
基本研修科目
１年次
内科（６箇月）※１
外科（３箇月） 救急科（麻酔科含む）（３箇月）
自由選択科目（※２）から選択
必修
２年次 地域医療
計１１箇月、１箇月単位で選択
※１内科研修にオリエンテーション及び初期医療の基本的知識・技能を含む（当初0.5箇月）
※２自由選択科目 総合診療科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、
神経内科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、小児科、
眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、精神科、麻酔科、皮膚科、救急科、
放射線科、病理診断科、地域医療・保健
自由選択科目は、府立医科大学附属病院、福知会もみじヶ丘病院、舞鶴医療
センター、舞鶴共済病院でも研修できます。
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▲

③Ｃコース
１年次を京都府立医科大学附属北部医療センターで研修し、２年次を協力病
院で研修するコース
研修月数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
基本研修科目
１年次
内科（６箇月）※１
外科（３箇月） 救急科（麻酔科含む）（３箇月）
自由選択科目（※２）から選択
必修
２年次 地域医療
計１１箇月、１箇月単位で選択
※１内科研修にオリエンテーション及び初期医療の基本的知識・技能を含む（当初0.5箇月）
※２自由選択科目
各協力病院研修プログラムで実施
内科、総合内科、精神科、循環器内科、神経内科、内分泌糖尿病内科、
腎臓内科、呼吸器科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、
消化器外科、外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、
整形外科、形成外科、産婦人科、乳腺外科、心臓血管外科、小児科、
小児外科、放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科
※選択できる診療科は、各協力病院により異なるとともに変更される
こともある。

▲

協力病院
京丹後市立久美浜病院、京丹後市立弥栄病院、市立福知山市民病院、
綾部市立病院、洛和会丸太町病院、舞鶴医療センター、舞鶴共済病院

３
４

研修期間

平成３１年４月から平成３３年３月まで（２年間）

研修医の募集及び採用の方法
次の書類を応募期間中に提出すること
(1) 研修医出願書（所定の様式による）
(2) 履歴書（所定の様式による）
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(4) 学業成績証明書

５

応募期限
①平成３０年７月２４日（火）必着
②平成３０年８月２１日（火）必着
※郵便又は持参のこと
※受付時間 午前９時～午後５時まで（土・日・祝は除く）

６

提出先（郵便又は持参のこと）
〒629-2261 京都府与謝郡与謝野町字男山４８１
京都府立医科大学附属北部医療センター教育研究推進室
電話 0772-46-3371（代表）
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７

選考方法
面接試験

８

試験日
①平成３０年７月３１日（火）１６時
②平成３０年８月２８日（火）１６時
※上記の試験日により難い場合は別途相談に応じます。

９

試験会場
京都府立医科大学

10

11

12

採用決定
採用は、医師臨床研修マッチング協議会が主催する日本医師臨床研修マッチングプ
ログラムにより決定
研修医の処遇
(1)
(2)

身
報

分
酬

(3)

勤務時間

(4)
(5)

休
宿

(6)
(7)
(8)

院
内
社会保険等
健康診断

(9)

協力病院

暇
舎

京都府公立大学法人 有期雇用職員
月額４１７，７５０円（モデル年収：約７００万円）
その他、宿日直手当（１回２０，０００円）、時間外勤務手当、
救急勤務医手当等支給あり
※ただし、ベーシックプログラムＡ、Ｂ、Ｃを選択した場合、
協力病院で研修を行う年度の報酬等は当該病院の規定による。
原則として午前８時３０分から午後５時１５分
※宿日直勤務月４回程度あり
年次休暇１０日（６箇月以上勤務の場合）
有り 月額２７，０００円（共益費・駐車場代等含む）
※生活物品（冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ）の貸与あり。
年額５，０００円
研修医全員に専用机・更衣ロッカーあり
健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保険加入
年２回実施
小児感染症、Ｂ型肝炎、インフルエンザ等の予防接種無料実施
協力病院での研修期間中は、当該病院の規定による

問い合わせ先
〒629-2261 京都府与謝郡与謝野町字男山４８１
京都府立医科大学附属北部医療センター 教育研究推進室 担当：尾﨑・木建
電話0772-46-3371（代表） 平日の午前９時から午後５時まで
病院見学を希望される方は、併せてお問い合わせください。
○期間 平成３０年７月２３日（月）～２７日（金）
※

希望される日の１週間前までにご連絡ください。
この期間にご都合のつかない方はご相談ください。
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