
 

 

     

 

 

 

 

 

 

※申込にあたっての注意事項等をまとめていますので、 

ご確認のうえ、申請してください。 

  



 

１．はじめに 

① 見学日の前日（土日祝日を除く。）17時までに申し込んでください。 

② 見学希望日は、土日祝日、年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日）を除いて、指定して

ください。 

③ 次の場合は、見学サポートの対象外です。 

 ・見学日当日、見学後の申込 

 ・在学している大学の附属病院への見学 

 ・在学する大学の単位になる研修 

 ・在学する大学または病院主催の集団見学会、バスツアーなど 

   ・過去に当サポートを受けた病院への再見学 

   ・オンライン開催の説明会または見学会など 

④ 日程調整等、直接のやり取りをご希望される病院ご担当者様には、当法人よりメール 

アドレスや携帯番号をお伝えすることがあります。 

 



「メールアドレスと携帯番号を病院担当者様へお知らせしても差し支えない」または

「お知らせしない」のどちらかを「備考」欄に必ず記入してください。 

⑤ 直接ご自分で見学希望病院と日程調整したあと、見学サポートを申し込む場合は、

「第 1 希望日」から「第 3 希望日」すべての欄に見学決定日を入力し、（手入力可能）

「希望事項」欄に「日程調整済」と明記してください。 

⑥ 現在助成金のお支払いのにお時間を頂戴しております。また、複数病院ご見学の際

は合算してお振込みいたします。予めご承知おきください。 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

２．令和 4年 9月 15日現在、見学受入を中止している病院 

・新東京病院       

・東京ベイ・浦安市川医療センター（医学生） 

    

   

 

 

 

 

 

 

※詳細については、病院 HP等でご確認ください。 

 

 



３．病院別注意事項 （令和 4年 9月 15日現在） 

№ 病 院 名 （五十音順） 注 意 事 項 

1 亀田総合病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

2 亀田ファミリークリニック館山 

・対象：地域ジェネラリストプログラムに興味がある医学生。家庭医療、地域医療に興味

のある医学生。 

3 君津中央病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

4 行徳総合病院 ・「希望事項」欄に必ず見学希望科名を記入。 

5 国際医療福祉大学成田病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

6 国保旭中央病院 

・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

・5、6年生のみ見学受入。 

・病院 HPより「健康観察表」をダウンロードし、記入したものを見学日当日に持参。 

7 

国立国際医療研究センター

国府台病院 

・病院担当者様に直接メールで病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

http://www.kameda-resident.jp/junior/seminar/index.html
http://www.kameda.com/ja/kfct/medi_personnel/03/index.html
http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp/nav-kensyui-bosyu/kensyu-syoki/936-kengaku-igakusei.html
https://ns.gyo-toku.jp/recruit/internship.html
https://naritahospital.iuhw.ac.jp/intern/entry/index.html
https://www.resident.bz/junior/application/inspect.html
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/boshu/050/h29_kengaku_shoki.htm
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/boshu/050/h29_kengaku_shoki.htm


8 さんむ医療センター ・見学希望日の 1 ヶ月前までに申込。ただし、内容や状況によっては相談を必要とする。 

9 

順天堂大学医学部附属 

浦安病院 

・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

10 新東京病院 ・スケジュールはホームページでお知らせします。 

11 新松戸中央総合病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

12 聖隷佐倉市民病院 

見学希望日の 1週間前までに病院ホームページより専用申込書をダウンロードし、直接

メールで病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

下記の条件で病院見学を再開いたします。 

① １グループ５名まで／②患者非対面／③２時間以内の見学対応／④飲食禁止／ 

⑤来院前の健康チェック／⑥見学者が陽性であった場合、その他可能な限り院内で濃

厚接触者が発生しないような対策を実施すること。 

https://www.sanmu-mc.jp/contact.html
https://resident-juntendo-urayasu.jp/initialresident/session/
https://resident-juntendo-urayasu.jp/initialresident/session/
https://www.shin-tokyohospital.or.jp/recruit/medicalintern/initialresident
https://www.shinmatsudo-hospital.jp/recruit/recruit-inquiry/
http://www.seirei.or.jp/sakura/recruit/75.html


13 セコメディック病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

14 千葉医療センター 

・感染対策徹底を継続し、見学人数（午前・午後各２名）と時間（食事を避ける為半日）

を制限した上での再開となります。 

・見学をご希望のみなさまには見学前２週間の検温、マスク着用、飲食時の私語厳禁へ

のご協力をお願いいたします。 

・コロナワクチン接種記録（3回目必須）の写しを見学時に提出。 

15 千葉県がんセンター  

 

・病院局ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

・見学希望日の 2週間前までに申込。複数の病院を見学することも可能。 

16 千葉県救急医療センター 

17 千葉県こども病院 

18 千葉県循環器病センター 

19 千葉県精神科医療センター 

20 千葉県千葉リハビリセンター 

21 千葉県立佐原病院 

http://www.secomedic.gr.jp/recruit/resident1.html
https://chiba.hosp.go.jp/ir-ken-kenjitsu-ken.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/rinsho/kengaku/byouinichiran.html


22 千葉県済生会習志野病院 

・新型コロナ感染の影響を受け、医学生 5年生以下の見学受け入れ中止。 

 （6年生、卒業生は受け入れ可） 

 再開時期は未定（再開については病院ホームページを確認） 

・希望科必須。「内科」を見学という場合は、消化器科、循環器科、リウマチアレルギー 

科、代謝科、血液内科、呼吸器内科、脳神経内科のいずれかを明記。 

23 千葉市立青葉病院 ・放射線科受入不可。（常勤医師がいないため。） 

24 千葉大学医学部附属病院 

・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

・当法人のサポート申請時、希望事項欄に見学科と調整者を入力。 

25 千葉中央メディカルセンター 

・見学希望日の 2週間前までに申込。 

・病院ホームページより「健康観察記録表」をダウンロードし、見学日の 2週間前から記

入したものを提出。（大学所定様式のコピーでも可） 

26 千葉徳洲会病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

27 千葉西総合病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

http://www.chiba-saiseikai.com/kenshu/shoki/tour.php
https://hospital.city.chiba.jp/aoba/recruit/resident/hospital_visit/
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/chibauniv-resident/visit/index.html
https://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/training/index.html
https://www.tokushukai.or.jp/recruit/resident/visit-inquiry/
https://recruit.chibanishi-hp.or.jp/wp/juniorform


28 千葉メディカルセンター ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

29 千葉ろうさい病院 
・必ず「希望事項」欄に見学希望診療科名を記入。内科は分野（消化器内科、呼吸器内

科、循環器内科、血液内科、内分泌内科）まで明記のこと。 

30 津田沼中央総合病院 

・申込時に病院所定様式の「見学会申込書」をメール添付で提出。（病院 ホームページ

(左記)参照。） 

31 東葛病院 

・受入の最新情報は病院ホームページで要確認。 

・申込、問合わせも直接病院ホームページから。そのうえで見学サポートを申込。 

32 東京歯科大学市川総合病院 

・病院担当者様（人事課 石渡様 ishiwatariy@tdc.ac.jp）に直接病院見学の申込を

したうえで、見学サポートを申込。 

33 

東京慈恵会医科大学附属 

柏病院 

・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

http://www.seikeikai-cmc.jp/resident/visit.html
https://www.chibah.johas.go.jp/recruit/intern/visit.html
http://www.tcgh.jp/job/resident/
http://www.tokatsu-hp.com/ishi/
http://www.tdc.ac.jp/igh/tabid/907/Default.aspx
http://www.jikei.ac.jp/boshuu/kensyuu/kashiwa/setsumeikai.html
http://www.jikei.ac.jp/boshuu/kensyuu/kashiwa/setsumeikai.html


34 

東京女子医科大学 

八千代医療センター 

・見学可能な場所が限られており、外来診察室・病室等へは立入不可。 

・Web開催のプログラム説明会は、見学サポートの対象外。 

35 東京ベイ・浦安市川医療センター 

・医学生：現在、見学を中止しております。 

 引き続きオンライン説明会は開催中 

（尚、オンライン説明会は見学サポート対象外。） 

・医師(初期研修医、専攻医含む)：見学受入可。（病院ホームページより直接病院見学

の申込をしたうえで、見学サポートを申込。） 

36 東邦大学医療センター佐倉病院 ・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

37 成田赤十字病院 

・診療科によって受入日が異なるため、病院ホームページの 

「各診療科都合一覧」（←リンクあり）を要確認。 

・病院指定様式の提出あり。（病院ホームページ参照） 

http://www.twmu.ac.jp/TYMC/recruitment/early/explanation.html
http://www.twmu.ac.jp/TYMC/recruitment/early/explanation.html
https://tokyobay-mc.jp/resident_program/
https://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/
https://www.narita.jrc.or.jp/form/employment/
https://www.narita.jrc.or.jp/form/employment/pdf/ukeirebi2021.pdf


38 日本医科大学千葉北総病院 

・病院担当者様（庶務課 阿部・石川様 igakukyouiku.hoku.group@nms.ac.jp）に 

直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

※見学申し込みメールに、病院 HPに掲載されている必要事項を記載すること。 

・新型コロナワクチンの２回目の接種から２週間経過している場合のみ、見学実施可 

※接種記録書の提出（メール提出可）が必要。 

39 東千葉メディカルセンター 

 下記どちらかの条件を満たしていれば病院見学可能です。 

  ①新型コロナワクチン接種（2回接種）完了後、2週間以上経過していること 

  ②見学日前日～7日以内に PCR検査を行い「陰性」であること 

40 船橋市立医療センター 

・見学希望日の 2週間前までに申込。 

・見学日の 10日前より検温等の健康観察あり。 

41 船橋中央病院 

・見学希望日の 2週間前までに申込。病院指定様式の提出あり。（病院 HP参照。） 

・１日の見学なのか、半日（午前または午後）の見学かを「希望事項」欄に明記。 

42 船橋二和病院 

・病院ホームページより直接病院見学の申込をしたうえで、見学サポートを申込。 

・医学部 4年生～6年生のみ受けれ可能 

https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/info/recruit/clinician/visit.html
https://www.tkmedical.jp/clinical/clinical.php
https://www.mmc.funabashi.chiba.jp/clinical-training/kengaku.html
https://funabashi.jcho.go.jp/sotsugorinsyou/ishi/kengaku/
https://www.min-iren-c.jp/training.html


43 松戸市立総合医療センター 

・見学希望日の 2週間前までに申込。 

・複数の診療科を見学したい場合、①一日１科で複数日見学希望または一日で複数科

見学希望なのか、②日程と希望科どちらを優先するかを「希望事項」欄に明記。 

・病院ホームページより病院見学の際の注意事項を確認。 
 

※見学希望病院ホームページも併せてご確認ください。（病院名にリンクが貼ってあります。） 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/kensyuuigakusei/kenshu_shoki/igakukengaku.html

