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病院名 所在地 病床数 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 ＜266 床＞ 0766-21-0570 

厚生連高岡病院 高岡市永楽町 5-10 ＜562 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 ＜175 床＞ 0763-82-1475 

【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 

※2015年春に開業予定 

黒部宇奈月温泉駅

新高岡駅 

✦✦富富山山県県内内のの臨臨床床研研修修病病院院✦✦  

※ 
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富山県では、県内の臨床研修病院に病院見学・採用試験受験に来られる医学生の方に旅費の一部を支給

しています。夏休みや連休を利用して、ぜひ病院見学にお越しください！ 

【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富山県のホームページから「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へ郵送 

◆詳細は、ホームページをご覧ください◆ 

ＵＲＬ：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1204/kj00010525.html 

 
 
 
６月 11 日（水） 金沢医科大学 

６月 12 日（木） 金 沢 大 学 

６月 30 日（月） 富 山 大 学 

の学生を対象に、大学構内や周辺の会場で、レジデントカフェを開催しました。 

合計 53 名の医学生（４～６年生）にご参加いただきました！ 

レジデントカフェでは、各臨床研修病院ごとにテーブルを設け、軽食と飲み物を楽しみながら研修医に

気軽に質問できます。来年度も開催予定ですので、ぜひご参加ください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

✦✦病病院院見見学学・・受受験験のの旅旅費費をを助助成成ししてていいまますす✦✦  

✦✦レレジジデデンントトカカフフェェをを開開催催ししままししたた✦✦  

↑6月 11日 金沢医科大学 ↑6月 30日 富山大学 

↓6月 12日 金沢大学 

Dr.Raicho 



 

 

（貴院の初期臨床研修について、学生に PR してく 

6:15 起床 

7:45 レクチャー 

8:15 回診・外来 

9:00 内視鏡 

11:30 昼食 

13:00 手術 

16:30 回診 

18:00 帰宅 

24:00 就寝 

 

１ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日(外科)～ 

黒部市民病院 

初めての内視鏡は・・・ 

外科の先生が被験者になっ

てくださいました！体を張

った熱い指導に感激です！ 

外科の先生方と ope 室にて

黒部には素敵な女医さんが 

多くて憧れます！ 

① 救急のファーストタッチ 

ウォークインも救急車も、黒部ではファーストタッチは

研修医がします。 

② 米国研修 

2 年目の秋から米国研修があります。日本では珍しい症

例を経験でき、英語に苦手意識があった人でも充実した

研修をしてきているようです。5、7、9 月には米国か

ら医師が黒部に来て、レクチャーをしてくれます。 

③ 屋根瓦方式の指導 

週に 2 回、2 年目の研修医や各科の先生が実践に必要

な内容をレクチャーしてくださるのでとてもありがた

いです。 

飲み会！ 

▲ヘリポートにて 

氏  名：材木 美穂 

職  名：臨床研修医 

出身大学：富山大学 

卒 業 年：平成 26 年 

趣 味：旅行、お菓子、走る

米国医師のレクチャー 

豚さんの皮膚でナート練習 

黒部においでよ！ 
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 当院は症例数が豊富で、先生方も熱心に指導してく 

ださるので、しっかりと疾患に対するアプローチの仕 

方を学ぶことができます。また、エコー検査実習や講 

義の時間が共通プログラムとして設けられているので、 

どの科を回っていても、体系的に基礎を身につけるこ 

とができます。 

研修医同士の仲がいいことも魅力のひとつで、日頃 

の疑問を相談したり、飲み会をしたりと、仕事もプラ 

イベートも充実しています。 

 

 

6:00 起床 

7:30 カンファレンス

病棟回診 

外来業務 

12:30 昼食 

13:30 乳児健診 

15:30 入院患者処置 

17:30 勉強会 

19:30 帰宅 

23:00 就寝 

 

氏  名：八木 宏子 

職  名：臨床研修医 

出身大学：北里大学 

卒 業 年：平成 26 年 

趣 味：映画鑑賞 

２ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

富山県立中央病院 

現在は小児科を研修中。小児

科では、採血、点滴などの処

置は医師が行うので、主に外

来処置室での仕事が多くな

ります。 

朝のカンファレンスで症例呈示をす

る前のなごやかなひと時。当直明けで

すが、さわやかな笑顔です。 

点滴中です。患者さんに集中！

重症患者さんがいない限

り、帰宅時間はそんなに遅

くなりません。 

小児科勉強会では、月１回程度、初

期研修医に、自らが経験した興味あ

る症例について勉強してもらい、そ

の内容を発表してもらっています。 
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期研修医という立場から、紹介します。 

 まずは、研修プログラムの柔軟性です。研修期間に 

新しく興味が湧く科や、もう 1 ヶ月この科を回りた 

たい！なんてこと、きっとあると思います。富山市民病院では、前月までに希望を言えば、基本的に変更が可能

で、実際、現在の研修医全員が次に回る科を前月に決めています。 

 次に、勤務時間の拘束が長くないことです。勉強時間や睡眠時間が短い研修医は多いと思いますが、富山市民

病院では、勤務時間を効率よく勤務できるよう、そして単純なミスをしないよう配慮されており、実際に、上の

先生から「休む勇気を持って下さい」という温かい言葉をいただきました。 

 最後に、アメリカデューク大学への海外研修です。初期研修の間に、アメリカの医療を自分の肌で体験できる

機会があるというのは、ものすごく恵まれていることだと思います。 

 興味のある方は、ぜひ一度見学に来てください。病院全体でお待ちしております。 

 

6:30 起床 

7:30 自宅を出発 

8:00 病院に到着 

8:30 カルテ 

チェック 

9:00 回診 

10:30 急遽、救急へ

12:30 昼食 

13:30 回診 

15:00 レポート 

整理 

17:30 内科カンファ

レンス 

18:30 帰宅 

24:00 就寝 

３ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏  名：神保 史奈 

出身大学：杏林大学 

卒 業 年：平成２４年 

趣  味：映画鑑賞 

職  名：臨床研修医 

富山市民病院 

指導医の先生と一緒に回診。先生

の診察を見ながら、様々な事を覚

えていく毎日です。ルンバールも

実際にやらせてもらいます。難し

くてなかなか上手にできないこと

も多いです。 

看護師さんの申し送りを聞きながら、

入院患者さんのカルテチェック。指導

医の先生から今後の治療方針等を指

導してもらいます。 

意識障害の患者さんが救急へ運ば

れたとの連絡を受け、救急へ。問

診、身体診察をしながら指導医の

先生から鑑別診断等を教わりま

す。 

火曜日は、神経内科の先生方全員で回

診。一人一人の患者さんについて、詳

しく教えていただけるので、とても勉

強になります。 

夕方の内科カンファレンスに向け

てレポートの最終チェックとカル

テの確認。（研修医室にて） 

 

火曜日は、内科の先生方が全員集まっ

てカンファレンスが開かれます。研修

医は、そこで症例発表を行います。毎

回、様々な指摘を受け、とても勉強に

なります。 

 今回は、富山市民病院ならではの魅力について、

初期研修医という立場から、紹介します。 

 まずは、研修プログラムの柔軟性です。研修期間 

に新しく興味が湧く科や、もう１ヶ月この科を回り 
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臨床研修をスタートし、３ヵ月が過ぎました。 

 現在、第一外科で研修を行っています。1 つ 1 

つ丁寧に教えて下さるというよりは『見て盗み、 

経験をして覚えること』が多くあります。O p e 

の前立ち、閉創、執刀することもできました。病 

棟管理や様々な手技、処置やアセスメントについ 

てもアドバイスを下さり１つの症例から多くのこ 

とを学ぶことができます。 

熱心な指導医が多く、自ら学び技術を身につけ 

る意欲のある方にはとても良い研修病院です。 

 

 

 

 

 

 

5:00 起床 

6:30 病棟回診 

8:30 Ope 

12:00 ICU 管理 

14:00 昼食 

15:00 病棟処置 

17:00 夕方回診 

18:00 手技セミナー 

19:00 ICU 回診・処置等 

帰宅する前に患者さんの 

状態を確認します。 

22:00 帰宅 

24:30 就寝 

４ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏 名：長尾 兼嗣 

出身大学：富山大学 

卒 業 年：平成 26 年 

趣 味：ドライブ、野球、ゴルフ

職 名：臨床研修医 

富山大学附属病院 

大血管の手術後に ICU へ入室 

 

大血管の手術後は

ICU に入室します。呼吸・循

環器管理を中心に行います。 
 

チーム Dr と回診をします。 

１日の経過を確認し、今後の

方針を検討します。 

豚の皮膚を用いた結紮縫合

トレーニング 

末梢血管疾患の患者さん

の創部洗浄や術後患者さ

ん の 包 交 を 行 い ま す 。

 

急変・急患のない血管外科で

も自宅にいるときは PHS を

手離せません。休日や深夜に

コールがあります。 
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当院は富山市中心部、環水公園の近隣に位置する             

富山医療圏の中核病院です。中規模病院（435 床）            

の特色を生かして、各科、各職員の連携が非常に良  

 く、研修医もふくめて顔と名前が一致する関係です。 

 このため研修ローテーションの際も上級医やコメディカルとすぐに溶け込んで研修、診療に携われます。 

  総合病院として、いずれの診療科もお勧めですが、なかでも整形外科の研修は自信を持ってお勧めします。 

当科には７人の常勤医がおり、外傷はもちろん、関節疾患、脊椎疾患、リウマチ性疾患、スポーツ障害、手の 

外科等、整形外科の全範囲を網羅した診療を行っており、そのいずれにおいても県内有数の手術件数を数えて 

います。研修においては、カンファレンスで整形外科診療の要諦に触れてもらうとともに、外傷初期治療はも

ちろん、骨折や変性疾患の手術も積極的に経験してもらっており、技術が身につく研修を心掛けています。 

  皆さんも是非富山赤十字病院で充実した初期臨床研修を経験してください。 

 

6:30

7:30

起床 

 

病院到着 

病棟回診 

8:00

9:00

カンファレ

ンス 

病棟業務 

救急対応 

12:00 昼食 

13:00 手術 

17:30 画像検討 

カルテ記載 

18:30 病棟業務 

処置 

20:00
 

終了 

帰宅 

23:30 就寝 

 

５ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～前川研修医の１日～ 

 

富山赤十字病院 

カンファレンスは指導医の先生方全

員が参加し、議論。 

病棟業務で創部処置などの術後管理

を学びます。 

救急では研修医がファーストタッ

チ。初期対応を学びます。 

整形外科は患者数も多く、外来・病

棟・救急と忙しいですが、その分得ら

れる知識や手技も多いです。 

熱心かつ丁寧な指導医の先生方の下、

充実した研修ができます。 

病棟で全身状態の変化などなか

ったか確認。 

外傷・脊椎・関節等、豊富な手術症

例を経験。 

糸結びから CHS 等の執刀まで、熱意

ある指導の下、しっかり学ぶことが

できます。 

     カンファレンス風景 

 

 

 

 

ＮＳ、コメディカルと共に真剣かつ和やかに

       手術風景 

 

 

 

 

 本日は踵骨骨折の手術です！ 

氏  名：中村 宏 

職  名：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長

出身大学：富山大学 

卒 業 年：平成３年 

趣 味：スポーツ 
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 済生会富山病院は、将来的に、専門医（specialized） 

を目指す場合にも、一般の疾患・外傷を広く扱う総合 

医(general)を目指す場合にも、絶好の臨床研修病院 

です。富山医療圏第 2 次救急医療機関で救急輪番の役 

割を担っており、common disease から緊急度の高い重症疾患まで多数扱っています。 

指導スタッフは、院長を中心に大学病院等での医学教育経験が豊富かつ熱心なベテラン・スタッフが多く、社

会人としての人間教育も重視しています。患者さんを中心に据えた「チーム医療」が行き渡っており、他職種と

の協調・交流が充実しているため、医療現場でのやりとりが非常にスムーズです。血管病を中心とした、機動力

の高い救急医療もおすすめポイントのひとつです。 

 

6:00 起床 

8:00 担当患者さんの回診、カルテ

チェック 

8:40 多職種カンファレンス 

9:00 病棟チーム回診 

（指導医と共に、病棟患者さ

んの診察や処置を行います）

10:30 救急対応 

血管造影検査などの助手 

12:00 昼食 

13:30 手術及び血管内治療 

（手術の助手に入り、様々な

手術を経験します） 

16:30 術後回診 カルテ記載 

上級医フィードバックカン

ファレンス 

17:30 症例検討会や研修会 

18:30 二次救急輪番当直 

（軽症から緊急度の高い重

症疾患まで幅広い救急医療

に携わります） 

就寝 

６ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏  名：久保 道也 

出身大学：富山医科薬科大学

卒 業 年：昭和 63 年 

趣  味：ジャズ鑑賞 

職  名：脳卒中センター部長 

富山県済生会富山病院 
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医師を志す皆さん、国試の勉強の合間にでも 

「自分はどんな医師になりたいのか」を見つめ 

てみませんか？何科の医師になろうが、個人特 

有の「医師像」があるでしょう。ネクタイ＆ワ 

イシャツ＆革靴でビシッとキメて…？それともスクラブ＆サンダル＆おしゃれヒゲ…でいきます

か？外見のことだけでなく、めっちゃスタッフに優しく人当たりのいいセンセイ…？それとも無愛

想で滅多に笑わないけど患者には優しいセンセイ…になりますか？ 

数年後、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、一緒に考えましょう！ 

当院のおすすめポイントですか？…決まり文句ですが、『高岡医療圏の救急当番病院で、3 日に

1度は救急日！原則として研修医がfirst touch！がん拠点病院！腹腔鏡手術！緩和ケア病床！ 心

カテ症例、白内障手術は県下有数の診療経験！』………それがどうした！！ 

そんなことより当院でいろんな「医師」の毎日をご覧ください。在籍する研修医も皆さんと同じ

悩みを抱えながら、日常の研鑽を積んでいます。数年後の「自分」が見えます！ 

 

 

7:40 病棟業務 

8:15 外科・消化器内科・放射線科カンファレンス 

手術報告 

8:45 外科回診 

9:30 病棟業務 or 手術 or 検査 

12:00 昼食 

13:00 手術 

17:00 チーム回診 

18:00 まとめ、翌日のカンファ準備など 

20:00 帰宅 

 

７ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

 

～研修医（外科）の１日～ 

氏 名：堀川 直樹 

出身大学：富山医科薬科大学 

卒 業 年：平成 4 年 

職 名：外科部長 

高岡市民病院 

当日の手術についての 

３科合同カンファ。 

急遽当日に検査が追加に

なることも･･･（汗） 

患者さんの体調を確認しつつ、1 日の流れを確認します。

術後透視もこの時間に。

縫合不全や通過障害が 

なくて一安心。自分が 

オーダーした内視鏡や 

エコーは見学 or 施行！ 

帰宅後も PHS は肌身離さず（苦笑） 

First call なので、患者さんの急変や不穏への対応も少し自信が持てるよう

になりました。また、緊急オペで第 1 助手をやらせていただいたことも！ 

信頼できる指導医のもと、「医師としての姿勢」を学ぶことができ、充実し

た日々を過ごしています。 

指導医の先生に翌日の薬や

治療方針、手術の要点や発表

内容を教えていただける 

貴重な時間。 
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当院は医師 30 名の中小病院でありますが、内科・ 

外科を中心に診療科相互の連携が非常に密で、大変 

働き甲斐のある環境になっています。特に、医師の 

殆どが 30～40 歳代であり、その半数以上が臨床 

研修指導医の資格を持っており、研修内容に関して 

は厳しく、人間としては和気あいあいと皆さんと接してくれることでしょう。救急研修等をより深 

めたいという研修医に対しては、同一医療圏内あるいは全国にある済生会病院と連携して対処する 

ことも可能です。とても居心地の良い病院ですよ。 

 

 

6:00

7:30
～

8:00

起床 

 

病棟カンファレ

ンス参加 

9:00 外来診察 

(内視鏡検査 

レントゲン造影)

12:00 昼 食 

13:00 病棟回診 

手術 

15:30 ＣＴ 

ＭＲＩ検査等 

18:00 １日の総括 

電子ｶﾙﾃﾁｪｯｸ 

19:30 帰宅 

23:00 就寝 

 

８ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏  名：松井 一裕 

出身大学：京都大学 

卒 業 年：昭和 55 年 

趣  味：全国秘湯めぐり 

職  名：医療局長、臨床研修部長

富山県済生会高岡病院

食堂は美味しい！

8 階に研修医室があります。

お昼からも多忙 
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 当院は富山県呉西地区の３次救急を担う救命救急 

センターであることから様々な症例を経験できます。 

個人的なおすすめポイントは、 

① 大学病院とたすき掛けで研修をしている人たち 

より手技や救急対応の経験値が高くなることです。 

やはり、手技系はやらなきゃ身に付きません。 

② 研修医の数がたすき掛けの人も合わせると 10 人以上になる。 

研修医の数が多いので、わからないことも聞きやすく、また救急当直の数が適度になっています。 

③ 大学病院でよくある、カンファ地獄がない。 

睡魔と闘う必要はありません。 

④ 給与が良い！ 

 

 

6:30 起床 

8:30 形成外科外来

12:30 昼食 

13:30 手術 

17:30 病棟回診 

18:00 研修医室 

22:00 復習 

24:00 就寝 

 

９ 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏  名：副田 周 

出身大学：富山大学 

卒 業 年：平成 25 年 

趣  味：ゴルフ、スノボ 

職  名：臨床研修医 

厚生連高岡病院 

外来では、抜糸や軟膏塗布など

の手伝いをします。 

興味深い疾患の人が毎日来て

楽しいです。 

 

形成外科ローテート中なので、 

形成外科での１日を紹介したいと思

います。 真皮縫合や結紮の手技を教え

てもらえます。 

研修医室でも練習しています。先生方が面白いので、１日仕事し

ても疲れは残りません。 

今日一日でわからなかった

ことを復習して寝ます。 

お金に余裕があるのでカフ

ェでしたりします。 

 

研修医室でみんなと喋ったりして

帰宅します。 
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 金沢医科大学氷見市民病院は、市中病院でありながら 

大学病院との連携がとれるため研修先をどちらにしよう 

か迷っている方にお勧めです。希望する診療科を大学で 

研修することが可能です。 

研修医の間に多くの手技を経験したい方にもぴったりです。私はこの 2 カ月で、静脈血採血・ルート確保はも

ちろん動脈血採血、中心静脈カテーテルや胃管挿入、胸腔穿刺、気管支鏡検査など多くのことを経験させてもら

いました。各科の隔たりがなく、どこの科をローテーションしていても様々な先生方に手助け、指導して頂きな

がら研修している毎日を送っています。 

また、臨床の現場で経験を積むことも大切ですが、研修をする中で疑問に思ったことを自ら調べ学習する環境

も大切だと思います。当院では、教育研修棟の中に研修医室が設けられています。とても広々としており新築の

ため大変きれいで、自主学習する環境も整っています。  

是非一度見学しに来てください。 

 

 

 

7:00 起床 

8:00 抄読会・ 
病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ  
（週１回） 

9:00 病棟業務 
・ 

化学療法 

13:00 昼食 

14:00 検査 
・ 

病棟業務 

18:00 医局会 
（週１回） 

20:00 夕食 

24:00 就寝 

 

～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 呼吸器内科ローテーション時 

氏  名：東條 汐莉 

出身大学：金沢医科大学

卒 業 年：平成 26 年 

職  名：臨床研修医 

金沢医科大学氷見市民病院 

（抄読会）英語の論文を読み、最

新の研究について議論します 

（病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）１週間の間に入院

となった患者さんの情報を内科全

体で共有し治療方針を考えます。

担当の患者さんの毎日の状態を把

握し、必要な検査・治療・退院まで

の計画などコメディカルのスタッ

フと共に考えています。 

最新の薬剤説明や１週間の予定を

内科全体で把握する時間です。 

呼吸器内科では気管支鏡検査を

行っています。 

 

 

 

 

（中央が、臨床研修医です。） 

外来で化学療法を行っています。 
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救急専門医が赴任して、看護師も増員となった砺波総合病院の救急外来と集中治療室

では、研修医にとって実りある研修が可能です。救急は年間約 13,000 名（救急車搬

送 2,400 名）の受診があり、輪番日・非輪番日を問わず重症例も含めて多数の受診が

あります。重症例が搬送された場合は大勢の医師や救急・集中治療のスタッフが速やか

に加療を行います。 

 受診の大半を占める walk in の症例をじっくり学ぶことも、重要です。Walk in の症例の中に多くの common 

disease が含まれており、上級医の親切な指導によって将来にも役立つ初期

診療の基本と対応を学ぶことができます。知識を積み重ねていく機会として、

集中治療室で働く全ての職員を対象にお互いが講師となって開催される週

一回の朝レクチャーも大事な役割を果たしています。まさにチーム医療です

ね。初期研修医を対象とした救急疾患関連のレクチャーも月に数回開催され

ています。見学の医学生や実習医学生も和気あいあいと参加しています。 

         （教育研修部長 金沢大学 昭和61年卒 絹谷 啓子） 

 

 

現在当院には基幹型で５名の研修医が在籍し、臨床研修を開始しておりますが、研修開始から日も浅いので、

今回は２年間当院で研修生活を送った南部先生（新潟大学、平成 24 年度卒）のコメントを掲載いたします。 

この日は救急車による搬送

が１回と少なかったことも

あり、walk in の患者さんを

全例診ることが出来ました。

救急当番の日はこんな感じ

で１日があっという間に過

ぎていきます（当番で無い日

は定時で帰ることもありま

すが）。１日中ずっと忙しい

わけではなく、ぽこっと空い

た 時 間 も 出 来 る の で 、

on-off のスイッチを使いながら過ごしています。

common disease が多く、

walk in で来られる患者さん

は、ほとんどが帰宅可能な軽

症例ですが、その中に隠れた

重症疾患もあり、ホント良い

勉強になると思います。 

11 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～（当直の日）

市立砺波総合病院 

7:15 起床、身支度

7:30 家を出る

8:00 病院到着

8:10 外来でサンドイッチを食べながらカルテチェック

8:20 指導医2人と一緒に病棟回診

8:30 入院患者のカルテを開く

9:00 耳鼻科外来で上級医指導の下、診察
ちなみに、この日の当院耳鼻科外来は、トータル
で78人（初診は8人）でした。

13:00 昼食

14:00 手術室へ移動

14:30 甲状腺癌摘出術開始、助手として術野に入る

16:20 手術終了

16:50 病棟、夕方の回診

17:15 救急当直開始
12人を診察
（交通外傷1人を除き、first touch）

20:10 検査結果が出るまでの空き時間。チャンスと言わ
んばかりに研修医室に戻ってこっそりと弁当を食
べる。

20:36 救急当直再開
8人を診察
（すべてfirst touch）

0:50 引継ぎ、帰宅
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現在、南砺市民病院を基幹型として研修中の 2 年目 

研修医三好俊太郎です。南砺市民病院での研修が他の 

病院と大きく異なる点があります。それは内科研修中 

は研修医が患者さんの「主治医」として診療を行う点 

にあります。大学病院をはじめとした大きな病院ではチーム制をもって診療に当たっており、研修医はチームの

末端となって研修することになりますが、南砺市民病院の研修では、治療方針、薬剤の選択、輸液量などから入

院療養計画書などの文書、患者さん家族へのムンテラなど主導的に行うことになります。自分で考え実際に自分

で検査をオーダーし結果を伝え、いかに自宅に患者さんを帰すことができるか経験することで様々な疾患に対し

て初期対応を行うことができるようになります。自分でガンガンやっていきたいという方にはピッタリな病院だ

と思います。 

 

6:00 起床 

出勤 

8:00
履修選択科にて

上級医 

より指導 

12:00 昼食 

13:00

内科 

新患カンファレ

ンス 

16:30
先輩医師に質問

ミニレクチャー

18:30 食事会 

22:00
帰宅 

その日の 

振り返り 

23:00 就寝 

 

12 
～臨床研修 おすすめポイント～ 

～研修医の１日～ 

氏  名：三好 俊太郎

出身大学：富山大学 

現在の研修科：腎臓内科

 

職  名：臨床研修医 

南砺市民病院 

今月は腎臓内科を選択中。 

指導医は熱心な浅香先生で

す！ 

富山大学在学中から住んでいる 

アパートを出発！ 

病院までの通勤時間は約４０分。

途中は信号も少なく快適、意外と

富山市からも近いんです！ 

内科医が集まって行う 

症例検討会に参加。 

 

 

 

気になったことを気軽に質問 

できるのは、規模があまり 

大きくない病院の利点の１つ。

この時は院長先生と診療部長 

がわかりやすくレクチャー 

して下さいました。 

 

若手の先生や実習に来た学生たち

と勉強（？）会を開催。 

近くのうまい店ならまかせろ！ 
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8 月 10 日 北陸新幹線新型車両Ｗ７系富山駅歓迎式 
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来年春の北陸新幹線開業

に向けて、新型車両の試験

走行が始まったよ！ 


