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(学)北里研究所では、法人の擁する４つの大学病院が、それぞれの施設の特性、地域性

を生かした初期臨床研修プログラムを実施してきました。平成 30年度の初期臨床研修プロ

グラムでは、各プログラムの特徴を維持しつつ、これまで以上に４病院相互の連携を強化

したプログラムによる研修を実践できる体制を整えました。 

採用試験は、各病院が個別に実施する研修医採用試験に加え、４病院統一採用試験を実

施致します。この試験の受験者は、学校法人北里研究所の擁する大学病院すべての研修プ

ログラムへのマッチング希望順位提出が可能となります。 

 

 

臨床研修プログラム

と募集人員 

 

基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム ６３名 

基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム(周産・成育コース) 4 名 

北里研究所病院初期臨床研修プログラム 3 名 

北里大学メディカルセンター臨床研修プログラム 5 名 
注 1) マッチングシステム上、上記４つの当法人すべてのプログラムに希望順位提出が可能

です。 
注 2) 募集定員は、平成 29 年度の実績であり、今後見直される可能性があります。 

４病院統一採用試験 

試験日 平成 29 年 7 月 22 日(土）  午前９時開始 

試験会場 
北里大学相模原キャンパス Ｌ２号館 ４階 
神奈川県相模原市南区北里１-15-1 

応募期間 6 月 26 日(月) ～ 7 月 7 日(金) 最終窓口締切 16：00 

応募資格 
第 112 回医師国家試験受験予定者で、医師臨床研修マッチング協議会が実

施するマッチングシステムに参加登録する者 

採用後の身分 研修医（専任職員） 

研修期間 平成 30 年４月１日～平成 32 年３月３１日（２年間） 

試験の方法 
○筆記試験 

(注)筆記試験出題科目／医師国家試験出題範囲に基づく内容（医学・医療系） 

○面接試験 

応募書類 

4 病院統一採用試験 

受験申込書 

所定書式に自筆にてご記入ください。 

＊用紙は病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

http://www.khp.kitasato-u.ac.jp 

専用履歴書 
顔写真貼付（縦４cm×横３cm）１枚 

＊用紙は病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

志望動機と将来の希望 
所定書式に自筆にてご記入ください。 

＊用紙は、病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

専用健康診断書 

* 本学卒業予定者は医学部設置のパピルスメートより健康診断書を出力

し、提出してください。 

＊用紙は、病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

成績証明書 １通 

住民票 又は 

住民票記載事項証明書 
１通〔個人番号（マイナンバー）が記載されていない住民票〕 

推薦状 

卒業又は卒業予定大学の学長又は学部長から当院大学病院長宛 

※応募締切に間に合わない場合は、後日提出可 

(北里大学在学生は免除します。) 

卒業証明書 又は 

卒業見込証明書 

１通 

(北里大学在学生は免除します。) 

返信用封筒１通 長型３号封筒に送付先の住所・氏名を明記し、82 円切手を貼付したもの 

１．(学)北里研究所４病院 統一採用試験 

平成 30 年度 学校法人北里研究所 初期臨床研修医募集要項 
― 北里大学病院・北里大学東病院、北里研究所病院、北里大学メディカルセンター ― 

http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/


2 

 

応募書類提出先 

北里大学病院 臨床研修センター 
住所：〒252‐0375   神奈川県相模原市南区北里１-15-1 

電話：042-778-7830 

メールアドレス：kenkanri@kitasato-u.ac.jp 

マッチングについて 

○統一試験受験者は、マッチング上は４プログラム共通の応募資格を有します。マッチング
登録に際し、希望するプログラムに順位付けの上、マッチング登録をして下さい。 

○研修先の最終決定は医師臨床研修マッチング協議会のマッチングシステムのマッチング
結果に基づきます。 

○マッチングシステムの詳細については、医師臨床研修マッチング協議会のホームページ
（http://www.jrmp.jp/）にて確認してください。 

注意事項 

① 応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

② (学)北里研究所では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取扱

いに努めています。今回提出された個人情報は、合否決定までの連絡のほか、合否判定

資料、採用後の適正配置、履歴管理等を行うために使用します。なお、この個人情報は

選考終了後に本法人にて責任をもって保管、破棄いたします。 

 
 
 
 
 

臨床研修プログラ

ムと募集人員 

基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム 63 名 

基幹型相当北里大学病院臨床研修プログラム(周産・成育コース) 4 名 
注1) マッチングシステム上、上記２つの北里大学病院のプログラムに希望順位提出が可能

です。 

注2) 募集定員は、平成 29 年度の実績であり、今後見直される可能性があります。 

採用試験 

試験日 平成 29 年８月 19 日(土）  午前９時開始 

試験会場 
北里大学病院本館 3 階 臨床講義室№1・2 
神奈川県相模原市南区北里１-15-1 

応募期間 7 月 24 日(火) ～ 8 月 4 日(金)  最終日窓口締切 16：00 

試験の方法 
○筆記試験 

[筆記試験出題科目／医師国家試験出題範囲に基づく内容（医学・医療系）] 

○面接試験 

応募書類 

大学病院単独採用試験 

受験申込書 

所定書式に自筆にてご記入ください。 

＊用紙は病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

http://www.khp.kitasato-u.ac.jp 

専用履歴書 
顔写真貼付（縦４cm×横３cm）１枚 

＊用紙は病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

志望動機と将来の希望 
所定書式に自筆にてご記入ください。 

＊用紙は、病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

専用健康診断書 

＊本学卒業予定者は医学部設置のパピルスメートより健康診断書を出力し、

提出してください。 

＊用紙は、病院ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

成績証明書 １通 

住民票 又は 

住民票記載事項証明書 
１通〔個人番号（マイナンバー）が記載されていない住民票〕 

推薦状 
卒業又は卒業予定大学の学長又は学部長から当院大学病院長宛 

(北里大学在学生は免除します。) 

卒業証明書 又は 

卒業見込証明書 

１通 

(北里大学在学生は免除します。) 

返信用封筒１通 長型３号封筒に送付先の住所・氏名を明記し、82 円切手を貼付したもの 

応募書類提出先 

北里大学病院 臨床研修センター 
住所：〒252‐0375   神奈川県相模原市南区北里１-15-1 

電話：℡042-778-7830 

メールアドレス：kenkanri@kitasato-u.ac.jp 

２．北里大学病院 施設単独採用試験 

mailto:kenkanri@kitasato-u.ac.jp
http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/
mailto:kenkanri@kitasato-u.ac.jp
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マッチングについて 

① 施設単独採用試験受験者のマッチング登録は対象応募施設のみとなります。 

② マッチング組み合わせ決定後、空席があった場合は追加試験を実施することがあります。 

③ マッチングシステムの詳細については、医師臨床研修マッチング協議会のホームページ

（http://www.jrmp.jp/）にて確認してください。 

注意事項 

① 応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

② (学)北里研究所では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取扱い

に努めています。今回提出された個人情報は、合否決定までの連絡のほか、合否判定資料、

採用後の適正配置、履歴管理等を行うために使用します。なお、この個人情報は選考終了

後に本法人にて責任をもって保管、破棄いたします。 

 

 

 

  

 

待 遇 

給与(宿日直 4 回、調整手当含む) １年次 約 252,300 円/月 

 ２年次 約 261,500 円/月 

賞 与 ；Kitasato Best Resident Award 

奨励金 ；有り 

宿日直手当 ；宿日直: 8,600 円/回、半日直：3,500 円/回 

宿日直 ；約４～5 回/月 

他手当 ；住宅管理手当、通勤手当、扶養手当 等別途支給 

年次有給休暇 ；１年次：12 日、２年次：16 日 

宿 舎 

「コンフォート北里」（H25 年 3 月完成、病院敷地内） 

建 物；RC 造、５階建て、ワンルームタイプ、全 123 戸 

設 備；バス(浴室乾燥機)、トイレ(シャワー付き)、IH ヒーター、エアコン 

駐車場；62 台(27,000 円/年) 

寮 費；50,000 円/月＋共益費 2,000 円（敷金・礼金なし、光熱費自己 

負担）   ※住宅管理手当 27,000 円支給 

社会保険 
日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金）に加入 

労災保険、雇用保険加入 

 
 

 

 

待 遇 

給与(宿日直 5 回) １年次 約 248,500 円/月 
 ２年次 約 329,700 円/月 
賞 与 ；有り 
宿日直手当（１年次） 
 ；宿直（平日） : 7,000 円/回、宿直（土）: 10,000 円/回 
 ；宿直（日祝日）: 7,500 円/回 
 ；日直（日祝日）: 4,500 円/回 
宿日直手当（２年次） 
 ；宿直（平日）: 20,000 円/回、宿直（土）: 27,000 円/回 
 ；宿直（日）: 24,000 円/回、日直（日祝日）:12,000 円/回 

宿日直 ；約４～5 回/月 
他手当 ；住宅管理手当、通勤手当、扶養手当 等別途支給 
年次有給休暇 ；１年次：12 日、２年次：16 日 

宿 舎 
ワンルームタイプ（単身用） 病院敷地内 
家賃無料（光熱費自己負担） 

社会保険 
日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金）に加入 
労災保険、雇用保険加入 

３．北里大学病院の待遇 

４．北里研究所病院の待遇 
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待 遇 

給与(基本給+手当 当直 3 回/月の場合) １年次 約 302,000 円/月 

 ２年次 約 337,700 円/月 

賞与(奨励金) ；1 年次 年２回支給 各１00,000 円（上限額） 

 2 年次 年２回支給 各２00,000 円（上限額） 

研修医特別調整手当 ；1 年次・2 年次 50,000 円/月 

当直手当 ；1 年次  14,000 円/回、  2 年次  23,000 円/回 

宿日直 ；約 3～5 回/月 

他手当 ；住宅手当、通勤手当、扶養手当 等別途支給 

年次有給休暇 ；１年次：12 日、２年次：16 日 

宿 舎 

救急職員待機棟（病院敷地内） 

設  備；ワンルームタイプ  

エアコン、電気コンロ、ユニットバス完備 

共同設備；全自動洗濯機 4 台、乾燥機 4 台 

駐 車 場；1,500 円～2,000 円/月 

寮  費；月額 22,000 円 

※住宅手当 12,000 円支給（自己負担：月額 10,000 円） 

※寮費には水道料は含まれますが、電気代は別途自己負担です。 

社会保険 
日本私立学校振興・共済事業団（健康保険・年金）に加入 

労災保険、雇用保険加入 

 

以上 

５．北里大学メディカルセンターの待遇 


