
※ 開催期間中に２回の説明を実施する病院は、

　（１回目）（２回目）と記載しています。

研修医 院長/副院長 研修指導医

① 17:00～17:30

② 17:45～18:15 います います います

過去２年間マッチング者がいませんでしたが、今年は３名の研修医を迎えることができました。

新潟からは少し遠いですが、地域に密着した高度医療、救急医療を研修することが可能です。

ぜひ一度見学においで下さい。

③ 18:30～19:00

新潟県立がんセンター

新潟病院

（２回目）

（います） います います

プログラムの改訂を実施しました。専門性を踏まえた多彩な研修コースを準備しました。総合消

化器内科・基本手技（内視鏡・超音波等）アドバンスコース、緩和ケア重点コース、がん薬物療

法周術期重点コース、放射線科重点コースがあります。当院の専門性を最大限活用し、多数の県

内臨床研修病院・施設と連携して、充実した研修ができるようにしています。みなさまに関心を

もってご参加いただければ幸いです。

① 17:00～17:30

厚生連

上越総合病院

（２回目）

います います います

マッチング前の参考に！

【私の推しの診療科】をテーマに研修医がお勧めする研修診療科をご紹介。

実際に研修してみて「この科の研修のここが良かった」や「こんな指導医、メディカルスタッフ

がいるからおススメ！」を研修医がプレゼンします。

1回目と2回目で、紹介する診療科が異なりますので、どちらもぜひお見逃しなく！

ご質問、コメントもお待ちしております。

② 17:45～18:15
厚生連

村上総合病院
います います

・マンツーマンの指導体制。指導医をひとり占めできます。

・2020年12月に新築移転。広々とした研修医室も完備しています。

・自由度の高い研修プログラム。自分のペースで学べます。

③ 18:30～19:00

＊ 6月14日(月)の説明会はありません。

＊ 6月15日(火)の説明会はありません。

＊ 6月16日(水)の説明会はありません。

病院より一言アピール

6月17日(木)

6月18日(金)

第１回臨床研修病院オンライン合同説明会　スケジュール表 （３週目）

日付 時間割 病院名
オンライン説明会に・・・

新潟県地域医療推進機構

魚沼基幹病院

（２回目）



第１回臨床研修病院オンライン合同説明会　スケジュール表 （４週目　前半）

研修医 院長/副院長 研修指導医

① 17:00～17:30
下越病院

（１回目）
います （います） います

研修医が楽しくいきいきと研修をしています！

県内随一の小規模臨床研修病院ですので、研修医1人ひとりの将来設計に合わせた臨床研修を行っ

ています。

総合診療科を中心とした内科研修で、幅広い診療能力と生活背景までを見る力を身につけること

ができる研修病院です。

ぜひ、説明会にご参加ください！

② 17:45～18:15
済生会新潟病院

（１回目）
います います います

魅力ある研修先の指導医の先生から各科の説明をしてもらう予定です。

（心臓血管外科、消化器内科の女性医師の先生方の予定）

1回目と2回目に分けて異なる内容です。

あらかじめ質問をいただければ解答を用意しておきます。

③ 18:30～19:00
新潟県立十日町病院

（２回目）
います います います 体が動く研修医を育成します。

① 17:00～17:30 信楽園病院 います います
当院の初期研修の概要説明と研修2年目の研修医の率直な声を聞いていただくことができます。

ぜひご参加ください。

② 17:45～18:15
新潟大学医歯学総合病院

（２回目）
います います います

新潟大学病院の臨床研修は今年度大幅に刷新しました。

１．協力型病院　先行パターン新設

２．待遇を大幅に改善

３．新プログラムの設定（救急，がん専門，新血管循環器，移植再生医療）

新潟大学病院での臨床研修を是非ともおすすめします。

③ 18:30～19:00
厚生連 新潟医療センター

（２回目）
います います います

「やさしく　ゆっくり　何度でも」が当院の臨床研修の基本です。学生時代に見るだけだった手

技やひたすら覚えた知識をゆっくり時間をかけて自分のものにしませんか。ぜひ当院の紹介をご

覧下さい。

＊ 6月21日(月)の説明会はありません。

6月23日(水)

日付 時間割 病院名
オンライン説明会に・・・

病院より一言アピール

6月22日(火)



第１回臨床研修病院オンライン合同説明会　スケジュール表 （４週目　後半）

研修医 院長/副院長 研修指導医

① 17:00～17:30

厚生連

長岡中央綜合病院

（２回目）

います
います

(臨床研修

管理委員長)

新型コロナウイルス感染症の勢いは、いまだ治まらず。不安を抱えて過ごしておられることと思

います。少しでも皆さんの不安が解消できるように、当院はできる限り情報を発信します。

また、何か知りたい事や相談したい事があれば、どんなことでも、直接当院と関係なくても構い

ません。どうぞ、当院の研修管理委員会（resident_nc@nagachu.jp）にメールをいただければ、

研修医・指導医・プログラム責任者たちが、誠心誠意お応えします。

② 17:45～18:15
新潟県立新発田病院

（２回目）
います （います） います

救急車受け入れ件数は県下トップクラスで、研修医が指導医のもとでファーストタッチすること

により、1次～3次救急を豊富に経験できます。また各診療科指導医が揃っており、専門診療も

しっかり学べます。研修意欲のある人、待っています！

③ 18:30～19:00

① 17:00～17:30

厚生連

柏崎総合医療センター

（２回目）

います います

柏崎・刈羽地域唯一の総合病院です。Common desease、救急医療、慢性期医療など、初期臨床

研修に必要な経験を十分積むことができます。（症例、独り占めです！）

2022年度より、総合診療に重点をおいた2つのプログラムを新設いたします。消化器内科と総合

内科の特色ある2つのプログラムです。説明会で詳しくお伝えしたいと思っておりますので、大勢

の皆様のご参加をお待ちしております！

② 17:45～18:15
厚生連 佐渡総合病院

（２回目）
います います （います） 何でもお答えしますので、何でも聞いてください。また、病院見学受入れ可能です。

③ 18:30～19:00
長岡赤十字病院

（２回目）
います います

学生のみなさまに当院の雰囲気を少しでもお伝えできれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

6月24日(木)

6月25日(金)

日付 時間割 病院名
オンライン説明会に・・・

病院より一言アピール



第１回臨床研修病院オンライン合同説明会　スケジュール表 （５週目　前半）

研修医 院長/副院長 研修指導医

① 17:00～17:30
下越病院

（２回目）
います （います） います

研修医が楽しくいきいきと研修をしています！

県内随一の小規模臨床研修病院ですので、研修医1人ひとりの将来設計に合わせた臨床研修を行っ

ています。

総合診療科を中心とした内科研修で、幅広い診療能力と生活背景までを見る力を身につけること

ができる研修病院です。

ぜひ、説明会にご参加ください！

② 17:45～18:15
新潟県立中央病院

（２回目）
います

います

(研修プログラム

責任者)

・当院の研修プログラムには、研修期間２年間のうち11か月間の選択期間があり、興味のある診

療科を重点的に研修することができます。

・救命救急センターでは、１次から３次救急医療での様々な症例を経験できます。また、当直医

として指導医のバックアップを受けながらファーストタッチを行うことができます。

説明会への参加をお待ちしています。

③ 18:30～19:00
新潟市民病院

（２回目）
います います

新潟市民病院の臨床研修の詳細(プログラムとその特徴・研修の目標・救命センターの当直・終

了後の専門研修など)やマッチングの試験、臨床研修で「本当に大事なこと」について説明した

いと思います。また、マッチング試験の過去問も提示予定です。１年生、２年生の研修医も参加

します。気軽に参加してください。

＊ 6月30日(水)の説明会はありません。

6月29日(火)

日付 時間割 病院名
オンライン説明会に・・・

病院より一言アピール

＊ 6月28日(月)の説明会はありません。



第１回臨床研修病院オンライン合同説明会　スケジュール表 （５週目　後半）

研修医 院長/副院長 研修指導医

① 17:00～17:30

厚生連

糸魚川総合病院

（２回目）

（います） います います

当院はみなさんの臨床能力を高めてもらうために，他の施設にはない研修方法を採用していま

す．地域で唯一の総合病院という特徴を活かして「自然と身に付く高い診療能力」を実感できる

当院独自の研修スタイルを，今回の合同説明会で知ってもらえればと思います．”鉄は熱いうち

に”．医師として高い志をもったみなさんが，医療と真摯に向き合う姿勢を形作る大事な初めの２

年間を，様々なコンテンツを用意してサポートします．新潟県最西端で海と山に囲まれた自然あ

ふれる環境で，ON-OFFをしっかり取ってもらいながら，医師として最初の大事な時期を糸魚川

で過ごしてみませんか．

② 17:45～18:15
立川綜合病院

（２回目）
（います） います

・選択の自由度が高いです。

・循環器疾患の診療に、非常に強い病院です。

③ 18:30～19:00

① 17:00～17:30
済生会新潟病院

（２回目）
います います います

魅力ある研修先の指導医の先生から各科の説明をしてもらう予定です。

（心臓血管外科、消化器内科の女性医師の先生方の予定）

1回目とは異なる内容です。

あらかじめ質問をいただければ解答を用意しておきます。

② 17:45～18:15
新潟医療生活協同組合

木戸病院
います います います

アットホームな医局には診療科の垣根がなく、いつでも誰にでも気軽に相談できる雰囲気

が当院にはあります。当院のプログラムの特徴をご覧いただき、一緒に頑張りましょう。

③ 18:30～19:00

7月1日(木)

7月2日(金)

日付 時間割 病院名
オンライン説明会に・・・

病院より一言アピール


