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いよいよ楽しい夏休み！
遊んで思い出作りも大事だけど、
人よりひと足早く病院見学を始めてみませんか？
富山県内の臨床研修病院があなたの訪問を待っています！
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黒部市民病院
１．見学おすすめポイント
黒部市民病院のお勧めポイントで一番に挙げたいのが何といっても救急外来です。当院の
救急では、年間約 20,000 人の患者さんの診療にあたっており、ファーストタッチは、基本的
に研修医が全て行っています。一次救急から三次救急まで幅広い症例を数多く経験できるこ
とに加え、診察から検査、診断そして初期診療と一連の流れを上級医のサポートの下、自分
の判断で診療にあたることができます。しっかり身体所見をとることができる。鑑別疾患を
挙げて検査をする。診断に適した治療を行う、患者とコミ
ニュケーションを図ることができるなど医師として基本的
かつ大事なスキルを身につける上で申し分ない環境である
ことは間違いありません。
また、当院は垣根が低く、研修医同士も非常に仲が良く少
なからず多からずの人数で楽しく研修しています。
まだここで書き足りないぐらいお勧めしたいことがあり
ますが、それらは自分の目で確かめに一度見学に来て下さい。
（生水 貫人（しょうず かんと）富大出身 1 年生）

救急症例について検討する研修医

２．担当医からメッセージ
当院は、富山県の東部の救急、急性期医療を支える 414 床の
病院で、現在 17 名（たすきがけ、専門コース含 1 年生 10 名、
2 年生 7 名）の初期研修医が在籍しています。
主な臨床研修の特色は、上級医からの指導の下での救急等で
のファーストタッチ、米国中央ジョージア医療センターとの国
際医療交流、厚生福利の充実（連続休暇の取得、病院に隣接し
た医師官舎での生活）、屋根瓦方式の指導等があります。
この他にも大学等からの外部講師を招いての症例検討会や
研修医の救急症例勉強会等で医療知識を深めることができま
診療科
内科
す。
出身大学
金沢大学
実際の病院の雰囲気については、是非見学に来て体験して下
さい。病院見学については、随時受付けています。在籍する研
修医がきっと温かく迎え入れてくれると思います。皆様からの見学の申込を心よりお待ちし
ております。
氏名

廣田 悟志

見学のお申込みは…
電話番号：0765-54-2211
担当者メールアドレス：somu2@med.kurobe.toyama.jp
ＨＰ：トップページ下段｢臨床研修センター｣アイコンをクリックし、次ページ下部の
「見学のお申し込み」アイコンからフォームに入ってください。
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富山県立中央病院
１．見学おすすめポイント
私は名古屋出身ですがこの病院を選びました。病院の規模と救急の充実は、この病院を選
ぶ決定因子でしたが、これは都会の病院でもよくアピールされていて、一見すると都会の方
が勝っている印象を受けます。しかし、数多くの症例をただこなすだけでなく、アカデミッ
クな側面からもアプローチしたいとも考えていました。富山県立中央病院では、富山県の中
核をなす病院であるため多くの症例が集まります。また、カンファレンスでの発表機会が研
修医にも多く与えられます。「症例の多さ」と「アカデミックさのバランス」、これが富山
県立中央病院を選んだ理由です。
救急と腎臓内科を見学しましたが、どちらの科でも指導医の
先生が丁寧に研修医に指導している場面が印象的でした。
多くの同期、指導医、症例に恵まれた病院です。ぜひ一度見学
に来て雰囲気を味わってください。
初期研修医 1 年目小林拓先生

２．担当医からメッセージ
当院は富山県の中核病院として、どの科も豊富な症例があり、
どの科を見学されても満足していただくことができると思っ
ています。従って、将来進みたいと思う科がいくつかあるので
あれば、いろんな科を見ていっていただければいいのかなと思
います。その中で敢えてお勧めのポイントがあるとすれば、ま
ず救命救急センターでしょうか。救急車を多く受け入れており、
多彩な症例を数多く経験できる臨床の場です。まず、初期研修
医がファーストタッチをし、検査をオーダーし、診断・治療へ
と向かいます。必ず上級医が見守り、指導をしますので、初期
診療科
小児科
研修医にとってはとても勉強になると考えます。また、初期研
出身大学
信州大学
修医が経験した救急症例は、必ず振り返りの症例検討会をする
ことになっており、救急専任医からのさまざまなアドバイスが
あります。こういった所を見ていっていただければいいと思います。また、病院敷地内にあ
る初期研修医専用の宿舎は新しく、また広く作られており、ここもぜひ一度見学していって
いただければありがたいと考えています。多くの皆さんの見学をお待ちいたしております。
氏名

畑崎 喜芳

見学のお申込みは…
電話番号：076-424-1531
担当者メールアドレス：byoin-keieikanri@esp.pref.toyama.lg.jp
ＨＰ：トップページ中央付近の「臨床研修プログラム TOMICHU VOICE」アイコンをクリック
し、次ページの下段メニューにある「見学・実習」アイコンから入ってください。
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富山市立富山市民病院
１．見学おすすめポイント
すべての科がおすすめではありますが、とくにおすすめするのは、
「救急センター」です。
まずは、施設を見てもらいたいと思います。
救急センターには、診察室が４部屋、内科系処置室、外科系処置室、小手術室、特殊処
置室、観察室があり、救急センターとしては県内最大規模の５０６㎡の延べ床面積を有し
ており、災害拠点病院として大規模災害にも耐え得る
施設・体制を整えています。
年間の救急センター受診患者数は、約１万人、救急
車の受入台数は約３，５００台と、富山医療圏の２次
救急輪番病院として、救急医療体制を支えています。
救急センターを見学するのに、一番良いのは、何と
言っても「２次救急輪番日」の担当日です。
研修医が如何に患者さんのファーストタッチを担当
し、指導医と連携しながら治療を進めていくかなどを
目の前で体感できるものと思います。

大規模災害にも対応できる充実した
救急センターを設置

２．担当医からメッセージ
富山市民病院で、臨床研修の責任者をしております、副院長
の草島です。

氏名
草島 義徳
診療科
呼吸器・血管外科
出身大学
群馬大学

当院の臨床研修の良さを言葉だけで伝えるのは困難です。
まずは、病院見学に来ていただき、当院の研修医の研修風景、
病院全体の雰囲気を体感していただきたいと思っております。
医師、看護師、医療技術職員、そして、臨床研修担当職員を
はじめ、病院全体で皆さんのお越しをお待ちしております。

見学のお申込みは…
病院見学の申込は、以下のメールアドレスあてに、大学名・学年・氏名のほか、見学希望
日、見学希望診療科、事前に確認したいこと等を記載し、送信してください。担当から改め
て返信メールをいたします。
（医師官舎での宿泊も可能です。）
メールアドレス：jimukyoku@tch.toyama.toyama.jp
ご質問等ございましたら、電話でも対応いたしますので、電話番号：076-422-1112 へ
お気軽にお問い合わせください。
（担当：経営管理課 課長代理 西野）
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富山大学附属病院
１．見学おすすめポイント
1.指導医、スタッフの豊富さ / 大学病院には、多様な研修科に数多くの指導医、スタッフが
おり、レベルの高い研修が可能です。コメディカルスタッフも日々、技術の向上を目指し
ており、理想のチーム医療が経験できます。
2.研修セミナー / 基礎から臨床のみならず医療安全研修など数多くのセミナーが開催され、
医療全般に関する幅広い知識、技術が習得しやすくなっています。特に基礎的な病態生理
を重視した臨床技能の習得は大学病院ならではです。
3.スキルスラボ / 手技セミナー研修終了後、単独でも使用できる多くのシミュレーター機
器を備えています。
4.研修医のアメニティ / 卒後臨床研修センターが、研修内容
からトラブルまで研修医の先生方に親身になってサポート
します。さらに、独立した研修医ルームがあり、充実した
ストレスの少ない環境を約束します。
5.新病棟 / 着々と新病棟増設・改築工事が進み、さらに中央
検査部門・外来部門も新しくなります。最先端の医療設備、
医療環境の中で快適に研修を行うことができます。
スキルスラボでの手技セミナー

２．担当医からメッセージ
大学病院での初期臨床研修には多くのメリットがあります。
1.非常に多くの研修分野から選択式にオーダーメード形式で

氏名

石木 学

自分だけのオリジナルプログラムの作成が可能なこと。
2.研修協力病院での研修も最大 12 カ月程度の選択が可能であ
り、大学病院と市中病院のそれぞれのいいこと取りの研修が
できること。
3.それぞれの診療科で数多くの指導医によるきめ細かい指導

体制が整備されていること。
4.大学病院ならではの診療科の研修選択が可能であること。
出身大学 富山医科薬科大学
（膠原病内科、血液内科、神経内科、和漢診療科、感染症科、
総合診療部、検査部など）。
5.富山県内外のクリニック（かかりつけ医）から地域密着型医療施設まで、地域医療の現場を
集中して研修し体験できる地域医療研修が可能であること。
6.救急医療に主力をおいた県内外の協力病院と大学病院との組み合わせ研修で、多くの救急部
受診症例を経験することが可能であること。
是非、富山大学附属病院で多くの仲間と一緒に充実した研修を経験してください。
診療科

第一内科（糖尿病）

見学のお申込みは…
電話番号：076-434-7806
担当者メールアドレス：resident@med.u-toyama.ac.jp
ＨＰ： http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/ 「卒後臨床研修センター」サイト
トップページ上段右端の「見学・募集」から「病院見学」をクリックしてください。
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富山赤十字病院
１．見学おすすめポイント
血液内科が当院のウリの一つであり見学をおすすめします。富山赤十字病院に血液内科が
開設し 3 年経過しましたが、病院最上階の 9 階西病棟（血液と内分泌代謝の病棟）には常時
25 人の血液疾患の入院患者さんがいて活気に満ちています。一般に血液内科と聞くと暗く
てつらいイメージかもしれませんが、当院はそうではありません。常勤医 2 名とも明るく充
実して仕事をやっています。
造血幹細胞移植の実際を見学してください。移植件数（同種/
自家）は 2010 年度 1（1/0）
、2011 年度 4（2/2）、2012 年度
17（9/8）と増加し、難易度の高い同種移植にも積極的に取り組
んでいます。2013 年には無菌室が 2 床から 4 床に増設になり、
日本骨髄バンクや日本さい帯血バンクから移植を受けることが
できる病院として認定されました。富山県で成人の患者さんにバ
ンクから移植ができる病院は富山県立中央病院と当院だけです。
当院の血液内科は看護師、薬剤師、検査技師などとの連携が非常
によいのも特徴で、雰囲気を味わってもらえると思います。

血液成分分離装置を用いて
健常人ドナーから末梢血幹細胞を

２．担当医からメッセージ

採取している様子

富山赤十字病院は 435 床と中規模ですが各科が揃っており横の
連携がよく取れた病院です。700 名の職員が一丸となって医療
に取り組むチームワークのよさがあり、研修医にはみんなが家
族のように接します。
初期研修の目標はありふれた病気を診る力をつけることです
が、当院はそれを達成するのにふさわしい病院です。富山医療
圏の二次救急の輪番病院でもある当院には年間 3400 台の救急
氏名

黒川 敏郎

車が来ますが、救急当直は月 3～4 回、指導医と一緒に行います。
また各科の指導医も出席して救急症例検討会が毎週行われ、研
出身大学
名古屋大学
修医が救急で経験した症例を皆で検討します。
また、赤十字病院の大きな特徴として人道・博愛の赤十字精神にもとづく災害救護活動が
あります。東日本大震災に際しても当院から救護活動班が継続して応援に行きました。
富山駅から徒歩圏内の便利な位置にありますし、近くの環水公園は雰囲気抜群です。病室
からの立山連峰や神通川の雄大な眺めは心にやすらぎを与えてくれます。是非見学に来てく
ださい。
診療科

血液内科

見学のお申込みは…
076-433-2222 総務課へ 担当者メールアドレス：soumuka2@toyama-med.jrc.or.jp
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富山県済生会富山病院
１．見学おすすめポイント
キーワードは以下の 3 つです：機動力・プロフェッショナリズム・チーム医療。
当院の病床数は 250 床であり、決して巨大病院ではありません。しかし、救急室のすぐ向かい側に CT
室や MRI 室が並んでいるため、極めて短時間で診断をつけて、治療に取り掛かることができます。その
代表的なものが、1 分 1 秒を争う病態を呈する急性期脳卒中です。当院は、急性期脳卒中治療患者
数は、北信越 6 県でナンバー1 です。次に、それを行うスタッフのプロフェッショナリズムの高さです。サ
ッカー日本代表でも、個の力についてよく言及されますが、医師も看護師もコメディカルのスタッフも、そ
れぞれの領域で個の力を磨こうとする意識がしっかりと根付いています。
例えば、治療に取り掛かるために作成した画像一つを見て
いただければ、一目瞭然です。最後に、チーム医療です。
医師のみで最善の結果を出すことは不可能です。多職種が、
相互理解の上に、高いプロフェッショナリズムを尊重し合って、
そこに最善の結果が生まれてきます。
とにかく、一度当院を見学に訪れてみて下さい。
皆さんにとって、新しい何かが見えてくるはずです。
（文責：医師臨床研修担当 久保道也）

多職種によるカンファレンス

２．担当医からメッセージ
得意技・決め技を磨け！人間を磨け！
初期研修医に関する情報や見学のみでなく、後期研修医がいかに

氏名

今西 信悟

活き活きと目を輝かせて働いているのかを見に行くことも重要だと思
います。すでに自分の専門（方向性）を決定した後期研修医は、最も
忙しい現場の働き手となります。そして、自分たちの医師キャリアの主
軸として選んだ領域において、何とか得意技・決め技を身に付けよう
と彼らは毎日模索しています。そんな日々の中で、彼らがやりがいを

持ってやれているか、着々と育ち育てられているかを、是非とも自分
の目で見に行ってみて下さい。
出身大学
富山大学
もう一つは、社会人としての人間形成についても十分出来ているか
です。医療の現場では、自分より何十年も多くの人生経験を積んだ「人生の先輩」を説得して治療を受
けてもらわねばなりません。そんな人達を説得して、医師・患者間の信頼関係を築くには、人間磨きが
診療科

呼吸器内科

極めて重要です。初期研修先の選択には、経験できる症例数・最新の設備・研修環境など目移りする
ものは沢山あると思います。しかし、これからの長い医師人生の土台となる、優れた指導者と触れ合う
ことによる人間磨きを、選択材料に加えてもよいのではないかと思います。これらの点で、私は自信を
持って済生会富山病院をお勧めしたいと思います。とにかく、一度訪れて見て下さい。

見学のお申込みは…
お気軽にご連絡ください。
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電話番号：076-437-1111
担当者メールアドレス：hospital@saiseikai-toyama.jp
ＨＰ：http://www.saiseikai-toyama.jp/

「見学には行ってみたいけどお金が…」という県外大学のあなたへ！

病院見学・受験の旅費を補助しています！
富山県では、県内の臨床研修病院に病院見学・採用試験受験にお越しの県外の医学生の方に旅費の一部
を支給しています。ぜひご利用ください！
【対象】
県外大学に在籍する医学生（４～６年生）
【支給条件】富山県内の臨床研修病院を 2 か所以上見学又は受験すること
（1 人につき、2 回まで申請できます）
【支給額】

大学所在地

支給額

石川県

5 千円

福井、新潟、岐阜、長野県

１万円

関東、近畿、その他中部地方

２万円

その他地域

３万円

【手続き】
①富山県ホームページから「証明書」をダウンロード

②「証明書」を持って、病院見学・受験を行う

③病院担当者から「証明書」に必要事項を記載してもら
う
④必要書類を富山県臨床研修病院連絡協議会に郵送

◆詳細は、富山県ホームページをご覧ください◆

各病院の力のこもったメッセージ、いかがでしたか？
冊子を裏返して、県西部病院からのメッセージも
忘れずにご覧くださいね。
この夏は１か所といわず２か所も３か所も
見学してみちゃってください！
思いがけない出会いや人生が変わっちゃう発見が
あなたを待ってるかも…？
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【富山県の２次医療圏】
新川医療圏
富山医療圏
高岡医療圏
砺波医療圏

病院名
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所在地

病床数

後期研修

電話番号

黒部市民病院

黒部市三日市 1108-1

＜414 床＞

○

0765-54-2211

富山県立中央病院

富山市西長江 2-2-78

＜735 床＞

○

076-424-1531

富山市立富山市民病院

富山市今泉北部町 2-1

＜595 床＞

○

076-422-1112

富山大学附属病院

富山市杉谷 2630

＜612 床＞

○

076-434-2281

富山赤十字病院

富山市牛島本町 2-1-58

＜435 床＞

－

076-433-2222

富山県済生会富山病院

富山市楠木 33-1

＜250 床＞

○

076-437-1111

高岡市民病院

高岡市宝町 4-1

＜476 床＞

○

0766-23-0204

富山県済生会高岡病院

高岡市二塚 387-1

＜270 床＞

○

0766-21-0570

厚生連高岡病院

高岡市永楽町 5-10

＜681 床＞

○

0766-21-3930

金沢医科大学氷見市民病院

氷見市鞍川 1130

＜250 床＞

○

0766-74-1900

市立砺波総合病院

砺波市新富町 1-61

＜514 床＞

○

0763-32-3320

南砺市民病院

南砺市井波 938

＜180 床＞

○

0763-82-1475

「レジデントカフェ」を開催します！
臨床研修病院ごとにテーブル席を設け（カフェ形式）、研修医が皆さんの質問にお答えします。
マッチング対策など気になることを聞いてください！
♪会場に軽食、飲み物を用意します
富岩運河環水公園

＜対象＞

医学生（４年生～６年生）

カナルパークホテル富山

ボルフ ァー ト

＜参加病院＞ 県内１１臨床研修病院
＜日時・場所＞
平成２５年８月２０日（火）
午後６時から午後８時まで
オークスカナルパークホテル富山
２階鳳凰東の間
（富山市牛島町 11-1 TEL 0120-372-555）

「富山県臨床研修病院見学会」の開催
富山県臨床研修病院連絡協議会では、富山県内での診療従事に興味のある医学生の皆さんに、
県内の医療機関での見学・実習の場を提供しています。
医療現場を見学して、将来自分がそこで活躍する姿をイメージしてみませんか？きっとその後
の勉強にも力が入ることまちがいなし！ぜひお気軽にご参加ください！
＜対象＞ 医学生（１年生～４年生）
＜見学先病院・日時＞
◆富山医療圏コース：富山県立中央病院
８月２１日（水）午前８時３０分 富山駅北口に集合（午後１時ごろ終了予定）
◆高岡医療圏コース：厚生連高岡病院
８月２１日（水）午後０時３０分 高岡駅南口に集合（午後５時ごろ終了予定）
（どちらか一方を選択）
＜参加費＞無料
昼食（富山医療圏コース）あるいは軽食（高岡医療圏コース）をお出しします。

参加のお申込みは…
電話番号：076-444-3218（直通） メールアドレス：doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp
富山県臨床研修病院連絡協議会事務局
（レジデントカフェ・担当：土肥、 富山県臨床研修病院見学会・担当：細川）まで
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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全国合同
就職説明会
4月

eレジフェア
（東京）
4月21日（日）
パシフィコ横浜

5月

東海北陸地区臨
床研修病院合同
説明会
（名古屋）

全国個別進路
相談会

県内イベント
富山県修学資金
貸与生募集

県内病院の指導
医や研修医があ
なたの街にお伺
いします！

前期コース（1～4年生）
後期コース（5，6年生）
詳細は富山県ホームページでご確認く
ださい。

【対象】
県外大学の方
富山県の病院にな
かなか見学に行け
ないという方のため
に、個別進路相談
会を実施します。
ご希望の方はお気
軽にご連絡ください。

5月6日（月）
ポートメッセなごや

6月
7月

レジナビフェア
（東京）
7月14日（日）
東京ビッグサイト

【対象】
県内外大学
４～６年生
各臨床研修病
院の研修医が、
カフェ方式で皆
さんの質問に
お答えします。
マッチング対策
など気になるこ
とを聞いてくだ
さい！

8月

9月

レジデント
カフェ

情報提供

【対象】
県外大学の方
県内病院を見
学・受験する際
の旅費の一部を
支給します。
2病院以上見学・
受験してください。
＜支給額＞
大学所在地

支給額

石川県

5千円

福井、新潟、
岐阜、長野県

１万円

関東、近畿、
その他中部地方

２万円

その他地域

３万円

臨床研修情
報誌VoL.9 ・
Vol.10
合併号発行

病院見学会
【対象】
県内外大学
１～４年生
県内病院見学、
先輩医師との
懇談会（半日）

レジナビフェア
（金沢）

10月

マッ チ ン グ

11月
12月

1月
2月
3月

病院見学・
受験奨励

臨床研修情報
誌VoL.11 発行

富山県臨床研修病院合同説明会
内容がさらに充実します！

臨床研修情報
誌VoL.12 発行

症例発表コンテスト
研修医の症例発表の中から学生の皆
さんによる投票で最優秀賞を決定！
ブース形式の説明会
先輩医師との交流会

「人を診る力。～研修は富山県！～ Vol.9・10合併号」
発行 （問合先） 富山県臨床研修病院連絡協議会 事務局（富山県厚生部医務課内）
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
TEL 076-444-3218（直通） FAX 076-444-3495
e-mail doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp
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南砺市民病院
１．見学おすすめポイント
施設の概要や治療の内容を見るよりも、そこに働く初期・後期研修医の姿勢、多職種との
交流や連携の場面を見ることが、実際に病院に行って見学することの意義だと思います（当
院に限らず、どの病院でも）
。その観点から、当院の見学ではできるだけ研修医と同じ時間を
過ごして頂き、実際の研修を直に体験していただくようにしています。また、在宅医療・看
護の体験、リハビリテーション施設や周辺施設の
見学を通じて、患者を地域で責任をもって最期ま
で支える医療体制をみていただいたり、多職種協
働の臨床研究（写真）等を通じて、医師以外から
も多くのことを学ぶ機会を設けたり、
「見学」のみ
ならず「学び」の機会となるようにしています。
とは言うものの、基本的に固定した見学メニュー
はなく、各個人の希望に合わせた完全オーダーメ
イドの見学にしています。

２．担当医からメッセージ
当院の初期臨床研修の最初の半年間は、①CPA を初めとする
初期救急対応、②全ての内科系２次救急疾患の入院診療、③高

氏名

荒幡 昌久

齢者等の障害を抱える患者を支える地域包括医療ケア、④終末
期まで診る在宅診療、⑤プライマリ領域から発生したリサー
チ・クエスチョンに対応する臨床研究、の５つの担い手である
総合診療科医のもとで学びます。こうした医学的な知識と技術
を習得するのは研修として当然ですが、優秀な医師として地域

医療に貢献するには、医療チームのリーダーとしての人間性、
出身大学
金沢大学
多職種と連携するコミュニケーション能力、リーダーシップ、
医学以外にも精通する幅広い視野が必要と考え、研修プログ
ラムに反映しています。そのため、初期研修医の指導には看護師、リハビリテーションスタ
ッフ、薬剤師、社会福祉士、管理栄養士・・・ありとあらゆる職種が参加し、病院全職員が
初期研修に注目しています。百聞は一見に如かず！ ぜひ一度見学にいらしてください！！
診療科 内科・総合診療科

見学のお申込みは…
電話番号：0763-82-1475
担当者メールアドレス：shiminhp@city.nanto.lg.jp
ＨＰ：http://shiminhp.city.nanto.toyama.jp トップページ上段中央の
「医師・研修医・医学生の方へ」アイコンをクリックしてください。
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市立砺波総合
合病院
１．見学おすすめポイン
ント～５００床の基幹病院を体
体験しよう！
病院見学のコツを学生実習・臨床研修を受け入れる立場から紹介します。
①興味のある科や見学を希望す
する内容をあらかじめ具体的に、可能なら
ら優先順位をつけて伝
えましょう。見学当日のリクエ
エストは、実現が困難なことも。前もって
て情報があればプラン
を立てやすいです。②見学日程
程も希望日を複数記入しましょう。医師が
が出張で不在、曜日に
より業務が異なる、金曜日は予
予定手術が少ないなど病院の事情も様々。
。複数の選択肢がある
場合は受け入れやすいですよ。
。③気に入ったら再度の見学も大歓迎です
す。学年が進むと視点
も変わる。院内の体制・医師が
が変更していることも。病院という組織自
自体が生き物のように
変化しています。砺波のおすす
すめプランは、9：30 開始 19：
00 終了、夕食会参加・宿泊で
です。各科外来・病棟、手術、日
中救急に加えて準夜帯救急の見
見学が可能。宿泊費は病院負担。
翌日も見学可。要望を上手に表
表現して充実した見学を目指し
て下さい。興味がある方は当院
院の HP をご覧下さい。
（教育研修部長 絹谷 啓子）
合掌造りをイメージした院内

２．担当医からメッセー
ージ～感動は思いやりの心を育
育てる！
院長
長の伊東です。私は、医学部 6 年間を通じ
じて弓道部に所属して
いまし
した。毎年 4 月になると各大学の弓道部に
には、私のように一度
も弓に
に触ったこともない素人が入部してきました。どこの大学であ
ろうと
と新入部員のほとんどは素人です。しかし、優勝争いをする大
学の素
素人は必ずと言っていいほど強くなるので
です。これが校風とい
うもの
のでしょう。各病院にも、それぞれ特有の
の「病院風」というも
氏名
診療科
出身大学

伊東 正太郎

のがあ
あります。これはホームページや文字の説
説明では絶対に分から

脳神経外科

ないも
ものです。是非とも、実際に病院を訪れて
て肌で感じ取って下さ

金沢大学

い。
当院
院に見学に来ていただいた方には、私は医
医師として非常に大切

だと思っている「思いやり」に
に関して、実話に基づいた自作のフォトム
ムービーをご覧いただ
いています。心にグッとくるも
ものが必ずあると思います。感動は、脳に
に大切なことを刻み込
むための最大の武器です。医学
学を究めなければならないことは、医師を
を目指す皆さんにとっ
ては当たり前のことです。もう一つの大切な面、「人間性を磨く」こと
とも重要です。病に悩
む人々に寄り添う医師にとって
て、思いやりは欠くことのできない資質で
です。糸口として、是
非とも私の話を聞きに来て下さ
さい。お待ちしています。

見学のお申込みは…
電話番号：0763-32-3320
担当者メールアドレス：tgh.kensyu@gm
mail.com
ＨＰ：トップページ中段右端の「臨床研修プログラム」アイコンをクリッ
ックし、次のページの
中段にある「病院見学について」アイコンからフォームに入ってください。
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金沢医科大学氷見市民病院
１．見学おすすめポイント
平成２３年９月１日に金沢医科大学氷見市民病院の新病院がオープンしました。
新病院には、「回復期リハビリテーション病棟」や検診・ドックなどの予防医療を推進する
「健康管理センター」などが設置されているほか、救急外来や ICU・手術室・血液浄化センター
等も拡充されています。
また、医師の勤務環境にも配慮され現在医局棟の
増築工事が行われており、平成 25 年 11 月末完成
予定であります。また、研修医にはデスクを含む個
別スペースがあります。
富山県西部での臨床研修をお考えの方は、ぜひ
一度見学に来てください！
スタッフ一同お待ちしています。

手術中の様子

２．担当医からメッセージ
研修医が心がけるべき点として、医師であるが一社会
人としての常識と責任感を持って行動すること。病院ス
タッフとの良好なコミュニケーションが取れること。知識
と技術の習得には積極的であること。この３点をお願いし
ています。
症例を診るのではなく、患者さんを診るのが医師です。

氏名
診療科
出身大学

斎藤 人志
一般・消化器外科
金沢医科大学

私は研修医にはまず、「まず豊かな人間性を持ち、その
上で専門的な技術と知識を持つのが医師としての最低の
ルールだ。」と話しています。学生時代は机に向かうこと
はもちろん大切ですが、趣味に打ち込んでもいいでしょう
し、仲間と青春を謳歌するのもいいでしょう。あらゆる体
験を肥やしにすることで、優れた臨床家になれると私は信
じています。ぜひ一緒に汗を流しましょう。

見学のお申込みは…
電話番号：0766-74-1900
担当者メールアドレス：takao-t@kanazawa-med.ac.jp
ＨＰ：http://www.kanazawa-med.ac.jp/~himi/
トップページ中段左端にある「臨床研修医募集」からご確認ください。
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厚生連高岡病院
１．見学おすすめポイント
改築し、新しくなった厚生連高岡病院に見学を！
当院の一番のおすすめは、救命救急センターです。富山県の 3 次救急を担っているので、
たくさんの救急患者さんを診ることができます。救命のため全力を尽くしている医師の姿
を是非、目の当たりにしてください。また県西部地区唯一の NICU での研修も魅力的です。
保育器の中で必死に生きようとしている命、小さいけれど大きなパワーを感じることがで
きるでしょう。このように救急・集中治療部門が充分に機能するためにはそれを支える部
署も充実していなければいけません。そのため多くの診療科で学会の専門医や指導医をそ
ろえており、診療レベルも高いと自負しています。例えば、北陸初の日本臨床腫瘍学会認
定癌薬物療法専門医のいる腫瘍内科、新しくなった総合的癌診療センターや最新機器を導
入している放射線部なども見学してください。

２．担当医からメッセージ
呼吸器内科を担当します藤田です。
臨床研修を行うのによい病院とは「多様性のある、幅の広い研修がで
きる機会のある病院」と考えています。多くのものを吸収できるこの時期
に、様々な解決の道がある臨床の広がりを楽しむ機会はとても大切です。
当院の自慢は、その広がりに最も大切な、コメディカルを中心とした医
療スタッフの高いモチベーションがあります。時間外の勉強会や研究会、
ミーティングでの検査技師や薬剤師の鋭い指摘や細かな資料作りなどには驚かされます。
教えてもらう事はたくさんあります。研修中は教科書ではなく、なるべく現場の声を聞
いてください。喀痰検査の指示に「グラム染色
時に連絡ください、PHS◯◯◯◯」とコメント
したなら、検査室で染色から菌の見分け方など、
時間をさいて教えてくれます。リハビリ時には
患者さんとリハビリ室まで同行してみてくださ
い。スタッフとの意見交換で多くの気付きがあ
るはずです。それらをうまくマネージメントで
きるようになれば、医師として、何にもまして
素敵な能力となります。ハード、ソフト面で多
様性、広がりをもつ当院で、幅広い臨床を一緒
呼吸器ケアチームの仲間と
に楽しんでいきましょう。

見学のお申込みは…
電話番号：0766-21-3930
メールアドレス：tasoumu@kouseiren-ta.or.jp
ＨＰ：トップページ中段右端の「研修医・医学生」アイコンをクリックし、次のページの
一番下にある「病院見学のお申し込み」アイコンからフォームに入ってください。
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富山県済生会高岡病院
１．見学おすすめポイント
当院は実質稼動 217 病床、常勤医師 30 名、全
職員約 380 名の小規模基幹病院です。市内のより
大きな 2 つの基幹病院と常に比較される状況下に
おいて、診療科間の垣根を低くして、医師や看護
師ほかの職員が一丸となり日常診療に取り組んで
います。
内科、外科の major は言うに及ばず、一人医長
の minor 診療科を含めて、多様な疾病に対応でき
る人材配置と体制を整えています。特に、整形外科における膝・股関節人工関節置換手
術や内視鏡下脊椎手術症例数は、県内でも有数を誇っています。小規模であっても「き
らりと光る」ポイントを自分の目で確かめてください。

２．担当医からメッセージ
種々の症例を経験することを通じて、職員ひとり一人が必ず何か
新しいことを学んでいます。接遇を含めて「一症例、一症例を大切
に」が職員全員のモットーです。そんなわたしたちと一緒に、初期
研修を行ってみませんか。初期研修医を迎えることが、どれだけ病
院活性化に有効であるかを全職員がよく理解しています。2 年間の

氏 名

松井 一裕

診療科

病理診断科

出身大学

京都大学

研修では、患者さんの気持ちに寄り添った過不足ない診療態度（広
い意味での接遇）の確立を目指してもらいます。
小さな病院ですが、研修期間中に経験すべきほぼすべての疾病に
積極的に関与することが可能です。思い切って飛び込んでみてくだ
さい。県西部地域に根ざした暖かい医療をともに実践してみません
か。

見学のお申込みは…
富山県済生会高岡病院
〒933-8525 高岡市二塚 387－1
経営管理グループ（担当：荒木）
電話番号：0766-21-0570
FAX 番号：0766-23-9025
担当者メルアド：araki.hirokazu@takaoka-saiseikai.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.takaoka-saiseikai.jp/
【見学は随時行っております。電話・メール、どちらでも OK です。気軽にご応募
お待ちしております。
】
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高岡市民病院
１．見学おすすめポイント
医師を志す皆さんでも、数年後の自分を想像することはまだ難しいでしょ？まず診療科の
選択に悩みますよね…ホントのところ自分の関心がどこに向いていて、何がしたいのか、ど
んな生活を送る医者になりたいのか、なかなか答えが見つかりませんよね。
そんなあなた！わが高岡市民病院においでになって、一緒に考えませんか？

～当院のおすすめポイントですか？
呉西地区の救急当番病院です。だいたい 3 日に 1 度のペースで救急医療を学べます。原則
として研修医に first touch をおまかせしています。自分で頑張るところまで頑張って、タイ
ミングを見計らって指導医に相談するパターンには、あっという間に慣れますよ。
それと、当院はがん拠点病院です。特に「女性のがん」や「放射線治療」にチカラを入れ
ていますが、その他にも…腹腔鏡手術？やっています！緩和ケア病棟？あります！
そうそう！心カテ症例、白内障手術…県下有数の診療経験を誇っております。
ひと言で言いますと…これからのあらゆる選択に悩む皆さんと一緒に考えてあげられるス
タッフ、そろっております！

～最大の見学ポイントは「研修医」です！
ぜひ当院においでください。そして「研修医」の毎日をご覧になってください。当院に在
籍する研修医もおそらく皆さんと同じ悩みを抱えながら、日常の研鑽を積んでいます。
きっと 1～2 年後の「自分」が見えてくるはずです！

２．担当医からメッセージ
まだまだ若いモンには
負けん！！
日々勉強ぢゃ！
かっかっかっ

氏 名

一栁 健次

診療科

核医学科

出身大学

金沢大学

毎日の手術にも積極的に参加！

診療科ごとの垣根が低く、また院内各部署のコミュニケーシ
ョンも良好なことに定評がある病院です。
最初に患者さんの話をうかがった時点から、自分の診断や治
療がもたらした結果までを容易に把握でき、それが自分の経験
につながります。

見学のお申込みは…
申込先：高岡市民病院総務課
担当者：赤阪
電話番号：0766-23-0204 (内線 2243) メールアドレス：hospitaljim@city.takaoka.lg.jp
※見学は随時受け付けています。まずは、メールでご連絡ください。
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自由に時間を使える夏休み、
でも自由なぶんだけ計画性で差がつく時期ですよね！
これから病院見学を始める５年生のみなさんにも
研修先決めるのなんてまだまだ先、というみなさんにも
きっと役立つ研修病院見学に関する情報がいっぱい！
ぜひぜひ、富山県の臨床研修病院を見に来てください！
高岡市民病院
……Ｐ１７
富山県済生会高岡病院
……Ｐ１６
厚生連高岡病院
……Ｐ１５
金沢医科大学氷見市民病院
……Ｐ１４
市立砺波総合病院
……Ｐ１３
南砺市民病院
……Ｐ１２
★病院見学・受験旅費補助制度のお知らせ ……Ｐ ８

◆「県東部編」は、冊子を裏返してＰ１からをご覧ください。
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