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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 ＜733 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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情報誌をご希望の方は、住所、大学名、学年、氏名を 

ご記入のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。 

【連絡先】 

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） 

E-mail：doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp 

富山県の医療と臨床研修の魅力をより多くのみなさんに知っていただくために、 

富山県臨床研修情報誌『 groove!（グルーヴ） 』を発行しました！ 

ぜひ、ご一読ください！ 

★特集★ 

 救急専門医スペシャル座談会 

 県内の救急専門医４人が、富山県の医療に

 ついて熱く語る！ 

 

★病院紹介★ 

・富山大学附属病院 

・富山県立中央病院 

 

★対談特集 研修医×○○ ★ 

・研修医×研修医   （黒部市民病院） 

・研修医×先輩医師 （南砺市民病院） 

・研修医×指導医   （厚生連高岡病院） 

・研修医×看護師   （市立砺波総合病院） 

 

★富山ナビ★ 

 心揺さぶる富山の魅力をご紹介！ 

✿目次✿ 

 



 

 

先生をはじめ看護師さん、事務のスタッフさん

など病院全体で研修医の成長を見守ってくださ

います！温かい雰囲気の中、のびのびと 

学べる環境が整っています♡ 

黒黒部部市市民民

病病院院  

 私がリポートします！ 

職名：初期研修医（１年目） 

氏名：東 友理 

一言：右往左往しながら素敵な

医師になれるよう日々奮

闘中です！！ 

県内トップクラスの救急患者数を誇ってい 

ます！（いつが輪番か分からないくらい救急車

が来ることも…。）救急車対応からウォークイ

ンまで幅広く診察でき、勉強したことを即実践

できる場でもあります‼分からないことが 

あっても先輩方が優しく教えて下さり、安心 

して救急対応することができます☆ 

見見どどこころろベベスストト３３  

 

平日はしっかり働き、週末はみんなでリフレッシュ‼ 

豊かな自然に癒されます。キャニオニングやラフティン

グ、登山、星空観察もしました。 

さんまパーティー、焼芋、スキーなども計画中！ 

うふふっ☆ 

✿・・黒部市民病院からのお知らせ・・✿ 

病院見学随時受付中です！ぜひ一度見学に来てください！！ 

mailto:somu2@med.kurobe.toyama.jp 

URL:http://med-kurobe.jp/bumon/rinsyokensyu-center/ 

見見どどこころろベベスストト１１  

見見どどこころろベベスストト２２  
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富山県立

中央病院 

 

  

私がリポートします！ 

職名：初期研修医（１年目）

氏名：高相 裕司 

（真ん中です） 

 
一言：ぜひ見学に来てくだ

さい！ 

見どころベスト 1

見どころベスト２ 

当 院 は 県 の 中 核 病 院 で あ る た め 、
common disease から珍しい疾患まで、
幅広く患者さんが来院します。そのため、
多くの症例を経験することができます。 

左の写真は病棟 10 階にある、初期研修医
専用のラウンジ専用のラウンジです。眺めは抜群です。休
憩の時に使用しています。電子カルテや文
献検索のできるパソコンも配備されてい
ます。 

高度な専門医療も行っているため、各科について深
く学ぶことができます。 

また、何でもやらせてもらえる環境にあり、各科で
必要な手技を身に付けることができます。（処置室
で採血中） 

研修医が多いため、忙しいながらも、にぎやか
に楽しく研修しています。右上の写真は 1 年
目の研修医です。 

右下の写真は夏、立山診療所の診察室です。夏
山シーズンは初期研修医みんなが交替で診療
所で勤務し、まさにプライマリーケアの実践の
場となっています。 

✿・・富山県立中央病院からのお知らせ・・✿ 
病院見学随時受付中！ホームページからお申込みください！！ 
facebook やホームページも随時更新中です★ぜひご覧ください♪ 
URL: http://www.tch.pref.toyama.jp/rinsyo/index.html 
Facebook:「富山県立中央病院 臨床研修」で検索♪ 

見どころベスト３ 
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富富山山市市民民

病病院院  

 私がリポートします！

職名：初期研修医（１年目） 

氏名：神保 史奈 

一言：よろしくお願いします！ 

●初期研修医のみの部屋で、一人あたりのスペー

スがかなり広いです。さらには電子カルテが２台

設置されており便利。その他ソファーや冷蔵庫、

コーヒー、雑誌…必要な物が揃っています。 

●院内図書館で借りてきた本を読んだり、勉強した

り、疲れて休んだり…それぞれが思い思いのまま

ここで生活しています。 

●机の上は少し(？)乱れていますかね・・・笑 

●天気のよい日にはキレイに立山が見えます！ 

●キレイで広々とした空間です。些細なこと…例え
ばカルテの操作の仕方など、聞く程でもないけど
分からない…なんてことは初期研修医にはよくあ
ります。ベッドがオープンになっており、分から
ないことや困ったことがあると近くの先生に聞き
やすいのが魅力です。 

●救急当直の時には内科 2 名、外科１名の医師が院
内に常駐しており安心です。また、当直時間帯の
年間救急患者数は 6,000 件を超え、症例が豊富で
す！ 

●病院から徒歩１分！ 

●築年数はけっこう経っていますが、３ＤＫ、４Ｄ
Ｋのお部屋を格安料金にて借りることができます。

●また、徒歩５分圏内に飲食店、薬局、スーパーと

揃っており、生活するのに不自由しません。 

✿・・富山市民病院からのお知らせ・・✿ 
病院見学を随時受付しております。日時、見学希望診療科等を記載して、下記までお気軽にお申込みく
ださい。 

E-mail: jimukyoku@tch.toyama.toyama.jp URL: http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

見見どどこころろベベスストト１１  

見見どどこころろベベスストト２２  

見見どどこころろベベスストト３３  
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✿・・富山大学附属病院 卒後臨床研修センターからのお知らせ・・✿ 

病院見学随時受付中！下記までお申込みください。 

  TEL: 076-434-7806  FAX: 076-415-8990 

  E-mail: resident@med.u-toyama.ac.jp URL: http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/ 

 

富山大学 

附属病院 

             

  

病院長との懇談会  
病院長と懇談会の場を設けて意見交換を定
期的に行っています。四季折々の美味しい食
事を囲み、有意義な時間を設けています。研
修での体験談や失敗談、医師としての第一歩
を踏み出したときの決意など研修医同士、指
導医とも密な関係を築くきっかけとなり、風
通しの良い環境となっています。 

私がリポートします！ 

職名：初期研修医（１年目） 

氏名：堀 正和 

一言：何にでもチャレンジ 

 できる研修ができます！ 

見どころベスト１ 

施設の充実 
卒後臨床研修センターに
併設されている施設はと
ても充実しています！ 
シミュレーターもたくさ
んあります。 

見どころベスト３ 

見どころベスト２ 

研修医イブニングセミナー 
毎月 2 回、各診療科より講師をお招きしてイ
ブニングセミナーを開催しています。多彩な講
師により充実した内容のセミナーです。見逃し
てはならないことや疑問に答えてくれるので
日々の臨床研修で活かすことができます！ 
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富富山山赤赤十十字字

病病院院  

             

  

私がリポートします！ 

職名：初期研修医（2 年目） 

氏名：道下 和典 

一言：研修頑張ります！ 

見見どどこころろベベスストト１１  

見見どどこころろベベスストト３３  

見見どどこころろベベスストト２２  

当院は神通川・呉羽山の四季に恵まれ、

遥かに立山連峰の絶景を望む、快適な

自然環境の中にあります。 

また、富山駅から徒歩 15 分の距離に

あり、学会・出張などのアクセス面に

おいても、抜群の立地を誇ります。 

当院は富山医療圏の二次救急の輪番病院
の一翼を担っており、年間 3500 台の救
急車が搬送されます。初期対応は研修医が
担当し、多彩な common disease を経験
することが可能です。 

また、平成 27 年度より、基幹型研修医の
希望者は、東京都の武蔵野赤十字病院で三
次救急の研修が可能となりました。 

当院は病床数 435 床の中規模病院です。
そのため診療科同士の垣根が低く、研修
医から上級医の先生方にコンサルトしや
すい環境にあります。その分研修医も戦
力として扱われますので、初期研修には
非常に適した病院といえます。 

アットホームな職場でバランスよく学び
たい、そんな研修医の方をお待ちしてい
ます。 

✿・・富山赤十字病院からのお知らせ・・✿ 

病院見学随時受付中！下記までお申込みください。 

 E-mai：soumuka2@toyama-med.jrc.or.jp URL:http:// www.toyama-med.jrc.or.jp/ 
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富富山山県県済済生生会会

富富山山病病院院  

             

  

私がリポートします！ 

職名：外科医員 

氏名：祐川 健太 

一言：総合病院の臨床現場を 

   見学に来て下さい。 

見見どどこころろベベスストト１１  

見見どどこころろベベスストト３３  

見見どどこころろベベスストト２２  

【チーム医療】

当院は、患者さんを中心に据えた「チーム医

療」が行き渡っているため、他職種との協調・

交流が充実し、250 床規模でスタッフ同士の

顔がわかり、医療現場でのコンサルトも気軽に

行うことが出来ます。ＮＳＴ、呼吸サポート、

褥瘡対策、人工関節、摂食嚥下など多職種によ

るチームが多数展開されています。 

【救急輪番】  

富山医療圏の２次救急輪番病院の

役 割 を 担 っ て い ま す 。 common 

disease から緊急度の高い重症疾患

まで携わることが可能です。 

【ＳＣＵ（脳卒中ケアユニット）】

富山県における急性期脳卒中医療の拠点

病院であり、脳卒中ケアユニット(ＳＣＵ)を

付設した脳卒中センターを有し、24 時間

365 日体制で受け入れを行っています。北

陸 3 県のみならず北信越 6 県の中で、最も

多くの急性期脳卒中患者の治療を行ってい

ます。 

✿・・富山県済生会富山病院からのお知らせ・・✿ 

病院見学など随時受付しています。お気軽にご連絡下さい。 

 E-mail:hospital@saiseikai-toyama.jp URL:http://www.saiseikai-toyama.jp/ 
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【対象】 
 全国の大学に在籍する医学生１～６年生 
 

【開催内容】 参加無料！ 
・相談会 

あなたが話を聞いてみたいと思った病院の
指導医や研修医が、ご希望の場所に伺いま
す。 
臨床研修や診療科の選択など、この機会に
気になることをじっくりご相談ください。 

 
・交流会 

食事を囲みながら、自由に先輩医師と交流
ができます。 

【申込み】 随時受付しています！ 
氏名・大学・学年・メールアドレス・希望日時・
話を聞いてみたい病院（複数可）を記入し、下
記の申込先までメールをお送りください。 
 

【申込先】 
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 富山県富山市新総曲輪 1 番 7 号
TEL 076-444-3218 
FAX 076-444-3495 
e-mail doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp 

あなたのために！
富山県内の臨床研修病院が 
進路相談に伺います！ 

お友達と一緒の
参加はもちろん、 
おひとりからの 

ご相談も可能です★

日時や場所は、
ご希望に応じて
決定します★ 
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富山県臨床研修病院連絡協議会 

Facebook 始めました。 

ついに・・・

富山県臨床研修病院連絡協議会では、富山県内の臨床研修病院の魅力や、医学

生のみなさん向けイベントなどの情報を発信するために、Facebook ページを開

設しました。 

Facebook でしか見られない耳よりな情報も投稿します！ 

Facebook アカウントをお持ちのみなさんは、ぜひページに「いいね！」をお

願いします d(^o^)b 

たくさんのいいね！やコメントお待ちしています♪ 

Facebook にて 

「富山県臨床研修病院連絡協議会」で 
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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  


