令和5年度 初期臨床研修医募集要項
※情報は随時更新します≪8月18日現在≫
※詳細は、それぞれの病院のホームページをご確認ください。
プログラム名

基本プログラム

定員

応募書類

51

(1) 応募申請書類
・卒後臨床研修応募申請書
・自己アピール文
・小論文
(2) 成績証明書(在学生は医学科5年生
修了までの成績証明書)
(3)CBT個人別成績表(写し)

長崎大学病院
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/kaihatu/

周産期重点プログラム

長崎みなとメディカルセンター

長崎みなとメディカルセンター
卒後臨床研修プログラム

http://resident.nmh.jp/

日本赤十字社

長崎原爆病院

卒後臨床研修プログラム

4

10
（予
定）

7

http://www.nagasaki-med.jrc.or.jp/

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 済生会長崎病院

臨床研修プログラム

4

(1) 履歴書
(2) 卒業(見込)証明書
(3) 成績証明書

(1)
(2)
(3)
(4)

応募申請書
市販履歴書
卒業証明書もしくは見込証明書
成績証明書

(1) 履歴書
(2) 卒業(見込)証明書
(3) 成績証明書

http://www.nsaisei.or.jp/

社会医療法人

健友会

上戸町病院

上戸町病院初期臨床研修プログラム

4

http://www.kenyukai.or.jp/
プライマリケア能力養成プログラム
独立行政法人 国立病院機構

15

長崎医療センター

https://nagasaki-mc.hosp.go.jp/

周産期研修プログラム

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

選考日
◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
試験会場：長崎大学病院
【第1回】7/2（土）
【第2回】7/31（日）
【第3回】8/12（金）
【第4回】8/27（土）
【第5回】9/10（土）

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
【第1回】6/17（金）必着
【第2回】7/２0（水）必着
【第3回】8/5（金）必着
【第4回～5回】8/12（金）必着

①≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
②令和４年７月２１日（木）WEB面接
※応募多数の場合は、別日程をご案内させていただく場合があります。
予めご了承ください。

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整いたします。

①6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
②令和４年7月13日（水）

◆①6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー

8月 5日（金）
8月12日（金）
8月19日（金）
8月26日（金）
9月9日（金）

市立大村市民病院

試験会場：長崎医療センター
試験会場：長崎医療センター
試験会場：長崎医療センター
試験会場：長崎医療センター
試験会場：長崎医療センター

※7月2日(土) 合同採用面接参加

※7月2日(土) 合同採用面接参加
以降は、申し込み後、随時調整いたします。

※7月2日(土) 合同採用面接参加

応募締切：各試験日の前週の木曜日まで。

随時調整いたします

【第１回】
【第２回】
【第３回】
【第４回】
【第５回】

※7月2日(土) 合同採用面接参加

8/31（水）必着

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
第一回：4月28日（木）夕方
第二回：5月26日（木）夕方
第三回：6月23日（木）夕方
第四回：7月28日（木）夕方
第五回：8月25日（木）夕方
以上日程について、都合がつかない方はご相談下さい。

備考

面接時間、希望に応じて調整いたします。

以降、随時受付いたします。

履歴書
卒業（見込）証明書
成績証明書
健康診断書
小論文

(1) 長崎医療センター臨床研修医願書
(2) 卒業見込証明書
(3) 成績証明書

応募締切(必着）

随時受付いたします（最終締め切りは8月末）

※WEB面接
※WEB面接
※WEB面接
※WEB面接
※WEB面接

【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】

7月25日（月）応募必着
8月 1日（月）応募必着
8月 8日（月）応募必着
8月15日（月）応募必着
8月29日（月）応募必着

採用面接につきましては、申し込み後、随時調整いたし
ます

詳細は病院HPをご確認ください。

令和5年度の採用はありません。

https://omura.jadecom.or.jp/omh_resident/

独立行政法人地域医療機能推進機構

諫早総合病院

初期臨床研修プログラム

6
(予定)

http://isahaya.jcho.go.jp

長崎県島原病院

卒後臨床研修プログラム

3

http://shimabarabyoin.jp/

地方独立行政法人

佐世保市総合医療センター

卒後臨床研修プログラム

14

http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/299kensyui/hp00.shtml

労働者健康安全機構

(1) 履歴書
(2) 卒業(見込)証明書
(3) 成績証明書
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

受験申込書（様式指定）
卒業(見込)証明書
医師免許取得者は、その写し
成績証明書
健康診断書(採用決定時でも可)

(1) 応募申請書
(2) 卒業(見込)証明書
(3) 成績証明書

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー

※7月2日(土) 合同採用面接参加

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて（９月３０日まで）
以降、随時調整にて（９月３０日まで）
◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

以降、随時受け付け

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
【第1回】令和4年7月2日（土） 新・鳴滝塾 合同採用面接
【第2回】令和4年8月1日（月） ※WEB面接
【第3回】令和4年8月8日（月） ※WEB面接
【第4回】令和4年8月15日（月） ※WEB面接

長崎労災病院

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
【第1回】 新・鳴滝塾HPをご参照ください。
【第2～4回】面接日の1週間前までに書類必着（応相
談）

以降は、ご希望の日程を3日程お知らせください。
日程を調整いたします。

※7月2日(土) 合同採用面接参加
以降は、申し込み後、随時調整いたします。

※7月2日(土) 合同採用面接参加
以降は、書類到着後、随時調整の上後連絡いたします。

令和5年度の採用はありません。

http://nagasakih.johas.go.jp/recruit/syoki_rinshou/syoki_rinshou.html

社会医療法人財団

白十字会

佐世保中央病院

佐世保中央病院初期臨床研修プログラム

6

(1) 応募申請書（様式指定）
(2) 成績証明書

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
以降、随時受け付け

※7月2日(土) 合同採用面接参加
以降は、申し込み後、随時調整いたします。

https://hakujyujikai.or.jp/chuo/saiyou/

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

佐世保市医師会ルネッサンスプラン
佐世保共済病院初期研修プログラム

2

http://kkr.sasebo.nagasaki.jp/recruit_cat/residents/

長崎県五島中央病院

長崎県五島中央病院卒後臨床研修プログラ
ム

3
(予定)

http://resident.gotocyuoh-hospital.jp/

長崎県上五島病院

卒後臨床研修プログラム

3
(予定)

http://www.kamigoto-hospital.jp/residents/shoki.html

長崎県対馬病院
http://www.tsushima-hospital.jp/

長崎県対馬病院卒後臨床研修プログラム

4

(1) 履歴書
(2) 卒業(見込)証明書
(3) 成績証明書
(1)
(2)
(3)
(4)

履歴書(様式任意)
卒業(見込)証明書
成績証明書
健康診断書(様式任意)

(1)
(2)
(3)
(4)

臨床研修医願書
卒業(見込)証明書
成績証明書
医師免許取得者は写、
また大学卒業証明書の写

(1)
(2)
(3)
(4)

臨床研修医願書
卒業(見込)証明書
成績証明書
医師免許取得者は写、
また大学卒業証明書の写

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

◆≪7/2(土)合同採用面接≫ 試験会場：長崎大学病院
以降、随時調整にて

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
以降、随時受け付け

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
以降、随時受け付け

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
以降、随時受け付け

◆6/17(金)までに、新・鳴滝塾HPからエントリー
以降、随時受け付け

※7月2日(土) 合同採用面接参加
WEB説明会を随時開催中
※詳細は病院HPをご覧ください。
資料請求もお気軽に担当までご連絡ください。
※7月2日(土) 合同採用面接参加
※WEBでの受験も可能です。
ご希望の場合ご相談下さい。

※7月2日(土) 合同採用面接参加
※長崎市内での受験も可能です。
できる限りご希望に沿うように対応します。
※7月2日(土) 合同採用面接参加
以降は、申し込み後、随時調整いたします。
※長崎市での受験も可能です。
ご希望の場合ご相談下さい。

