
東京医科大学八王子医療センター

オンライン病院説明会
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1．八王子医療センターって

どんなところにあるの？
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八王子市は、東京都心から西へ約40Km。
新宿から高尾まで電車で約40分の距離に位置しています。
近くには登山数世界一のミシュラン三ツ星の高尾山があります。

圏央道 高尾山ICからは、自動車で所要時間約5分です。



２．研修医の採用状況
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採用 マッチング結果
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募集定員 マッチ数 マッチ率 2次募集 採用者数

2016年度（2017年採用） 13 13 100.0%－ 13

2017年度（2018年採用） 13 13 100.0%－ 13

2018年度（2019年採用） 15 12 80.0% 3 15

2019年度（2020年採用） 14 14 100.0%－ 14

2020年度（2021年採用） 15 15 100.0%－ 15

2021年度（2022年採用） 15 15 100.0%－ 15



採用 男女比・出身大学
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他学受験者歓迎！

他学受験者の学歴フィルターは一切ありませんので、ご安心下さい。

定員 男性 女性 他学出身者

2016年度
13名 8名 5名 0名

（2017年 採用者）

2017年度
13名 8名 5名 1名

（2018年 採用者）

2018年度
15名 14名 1名 6名

（2019年 採用者）

2019年度
14名 11名 3名 4名

（2020年 採用者）

2020年度
15名 8名 7名 1名

（2021年 採用者）

2021年度
15名 10名 5名 6名

（2022年 採用者）



２．研修プログラムは？
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募集定員 15名

各研修医の個性・意欲を尊重し、必修科以外の自由選択を36週とする

2023年度 プログラム
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４週×2 　　　４週×2 　　　　４週×2 　４週 　　　４週 ４週

1年目

４週               ４週                  ４週

２年目

※実際の研修順はこの限りではありません 必修

　　　　　　　　　　　　　　　４週×9

各研修医の個性・意欲を尊重し、必修科以外を自由選択36週とする。１年目に内科24週（3科選択）、救急12週（救命救急センター8週以上、

麻酔科・特定集中治療部の選択も可能）、外科①、外科②（病院必修）、小児科、産科・婦人科、精神科各4週のうち48週を選択する。

2年目は地域医療4週を必修とし、１年目で選択していない必修科を2科（各4週）選択、残り36週を自由選択とする。また、必修分野において

一般外来での研修4週と在宅医療での研修を含めることとする。

　　　４週×3

内科選択(1) 内科選択(2) 内科選択(3)
救急

（救命および麻酔科、ICU選択可）

外科①

または外科②

外科①

または外科②

小児科
産科

婦人科

精神科地域医療 選択



３．当院、臨床研修のポイントは？
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① 症例数が多い
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・東京都の中核病院、および災害拠点病院として指定
され、多摩地区 140万人の健康を一手に引き受けて
います。

・東京都に29施設のがん診療連携拠点病院として、がん
医療水準の向上を図るとともに、安心かつ適切ながん医
療を提供しています。

・東京都内に26施設、八王子市唯一の３次救急医療
施設として、多くの救急患者の受け入れを24時間体制
で実施しています。
（３次救急患者受け入れ件数東京都第 1位）

・屋上にヘリポートを設置し、近隣県からの救急（消防
庁ヘリ、ドクターヘリ受け入れ）にも対応しています。

・新型コロナ感染症患者 受け入れ人数 全国第 5位
重症患者 受け入れ人数 全国第 1位
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・消化器外科・移植外科では、肝移植、膵移植、
生体肝移植や、ABO血液型不適合間の生体
肝移植実施施設です。

膵移植症例数は東京都第2位です。

・腎臓外科（腎臓病センター）では、開設以来600例
を超える腎移植を手掛けており、多摩地区唯一
の成人腎移植実施施設です。

腎移植症例数は全国TOP10圏内です。

・日本臓器移植ネットワーク（亡くなった人からの臓器
の提供による臓器移植）の認定施設です。

・HLA検査施設 （東京都 5施設）

・移植施設 膵臓 （東京都 2施設）

・腎臓別ブロック （東京都 10施設）

都内で 「がん診療」、「救急医療」、「移植医療」を学びたければ、

八王子医療センターに！



② 少数精鋭の研修環境
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・研修医数が1学年15名前後と適度な人数であり、
経験の偏りが生まれることなく、皆、万遍なく経験を
積むことができます。

・各科指導医が研修医全員のことを把握している
ため、全員に手の行き届いた適切な指導を受ける
ことができます。

・『どれだけ手技を多く経験できるか？』、 『手技の
順番がなかなか回ってこない』という点については、
全く心配はありません。
症例の譲り合いや手技・処置を学ぶ上で順番待ち
をするストレスはありません。

・若手医師がマンツーマンに近い形でメンターとして
対応しており、メンタル面でのサポートも安心です。
（研修センター長補佐は、当院の初期研修修了者です）

1年目研修医

2年目研修医

センター長補佐 （メンター）



③ 施設設備が充実
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・『シミュレーションセンター』には各種シミュレーターが整備
されており、全職種のスタッフが常時使用可能です。

・研修医専用の医局『研修医室』完備。テレビ・ソファー・冷蔵
庫・給茶器（コーヒー、紅茶、緑茶）等あり、研修医が気兼ね
なくリラックスできるスペースあり。

・敷地内にある研修医宿舎には、家賃15,000円、玄関オート
ロック、玄関モニター、冷蔵庫、乾燥機付洗濯機、エアコン、
ベッド、ワードローブ、Wi-Fi完備。 2Fラウンジに自動販売
機、電子レンジあり。研修医専用電動自転車あり。
病院敷地内駐車場あり（月額1,000円）。

・院内には24時間利用可能な図書館、職員食堂、セブンイレ
ブン（24ｈ営業）、ドトールコーヒー（休診日も営業）あり。



④ on/off がはっきりしている
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研修医の当直明けの取り扱いについては病院として

『勤務免除』の取り決めがされており、研修医が当直

明けに帰れる環境を周囲が作る取り組みを実施して

います。

救命救急のローテーション時は交代制勤務となっており、

メリハリのついた勤務体制となっています。よって、高い

ＱＯＬを実現。決められた時間内に集中した研修が可能

となっています。

止むを得ず超過勤務となってしまった場合は、超過勤務

手当が付くことは勿論、長時間時間外労働にならない様、

事務局でも管理（36協定範囲内）しています。



４．研修医の処遇について
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給与
卒後1年次（月給／各手当含む）
基本月給 250,000円（基本給190,000+奨励金60,000）

卒後2年次（月給／各手当含む）
基本月給 250,000円（基本給190,000+奨励金60,000）

※時間外手当・夜間当直は都度ごとお支払いしております。

宿舎・住宅
敷地内に寮完備
宿舎 15,000円／月
寮に入居しない場合は、約30分で通勤可能圏内に限り
居住可

健康診断・各保険
健康診断 年2回実施
社会保険、労災保険、雇用保険、医師賠償責任保険の病院
加入あり
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学会補助
学会等旅費・参加費・宿泊費として年間 50,000円補助手当あり。

当直回数
上限5回／月（当直明けは勤務免除）
労働基準監督署 36協定に基づき、当直は週1回、日直は月1回までとする。
※月平均3~4回程度。

当直料
当直9,800円／回、半直3,400円／回、休日前夜加算1,000円
年末年始（1日）加算8,000円、年末年始（半日） 加算4,000円
※日直・当直等、その都度ごとお支払いしております。

休日・有給
有給休暇（1年次）：10日
有給休暇（2年次）：12日
夏季休暇：5日
年末年始：4日
その他休暇：大学創立記念日（4月13日）の週の土曜日



５．採用試験について
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試験・採用
試験日程（予定）
出願期間：2022年 7月 4日（月）～2022年 8月 3日（水）必着

＊試験日：2022年 8月20日（土）
予備日 8月22日（月）

＊採用人数 15名

選考方法：筆記試験（基礎的医学問題）、面接
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受験者数

■受験者の出身大学（2021年実績）受験者数69名
東京医科大学、旭川医科大学、北里大学、聖マリアンナ大学、東邦大学、
杏林大学、東海大学、帝京大学、川崎医科大学、山梨大学、岩手医科大学、
大分大学、愛知医科大学、大阪医科薬科大学、弘前大学、兵庫医科大学、
愛媛大学、藤田保険衛生大学、東北医科薬科大学、島根大学、秋田大学、
山形大学、埼玉医科大学

■受験者の出身大学（2020年実績）受験者数63名
東京医科大学、鳥取大学、北里大学、聖マリアンナ大学、東邦大学、杏林
大学、東海大学、帝京大学、川崎医科大学

■受験者の出身大学（2019年実績）受験者数46名
東京医科大学、富山大学、島根大学、新潟大学、帝京大学

■受験者の出身大学（2018年実績）受験者数34名
東京医科大学、金沢大学、北里大学、群馬大学、聖マリアンナ医科大学、
帝京大学、広島大学、山梨大学、川崎医科大学、高雄医学大学（台湾）

■受験者の出身大学（2017年実績）受験者数46名
東京医科大学、弘前大学、山口大学、高知大学、帝京大学
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当院の『オンライン病院説明会』に

ご参加いただきまして、ありがとう

ございます。

疑問点、ご質問等ありましたら、

研修医、事務局が何なりとお答え

いたします。



当院にご興味を持っていただけたら
下記のQRコードからホームページをご覧に
なり、病院見学・お問い合わせ欄からお問
合せいただけると幸いです。
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