
富山県臨床研修病院連絡協議会

医学生のみなさん、
初期臨床研修はぜひ
富山県に
お越しください！

富山県臨床研修病院
紹介パンフレット 2016
富山県臨床研修病院
紹介パンフレット 2016

富山に来て
見て 決めよう
自分を磨く場所。
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◉　富山県内の臨床研修病院　◉

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 富山市宝町 4-1 401 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 5-10 533 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
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◉  富山県臨床研修病院連絡協議会からのお知らせ  ◉

県内病院見学・受験の旅費を助成しています

各種イベント情報を発信しています

　富山県では、県内の臨床研修病院に病院見学や採用試験の受験にいらっしゃる医学生の方に旅費の一部を
助成しています。ぜひ、病院見学や受験にお越しください！

【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、年２回まで申請可）
【支 給 額】

【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」に必要事項を記入してもらう
④必要書類を富山県臨床研修病院連絡協議会へ郵送

大 学 所 在 地 支 給 額
石川県 5,000 円
福井、新潟、岐阜、長野県 10,000 円
関東、近畿、その他中部地方 20,000 円
その他の地域 30,000 円

メールマガジンの登録
メ ー ル（doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp）
に次の事項を記入し、送信してください。
①件名「連絡先登録」
②大学　③学年　④氏名　⑤住所
⑥メールアドレス
　（パソコンでも携帯でも登録可能です☆）

Facebook 随時更新中！
イベントの開催報告などを随時
更新しています。
Facebook でしか見られない
耳より情報も投稿します。
いいね！待ってます♪
 富山県臨床研修病院連絡協議会  検索

富山県臨床研修病院連絡協議会
〒 930-8501
富山市新総曲輪 1-7　富山県庁医務課内
TEL 076-444-3218　FAX 076-444-3495

治療開始時間
３１分短縮
治療開始時間
３１分短縮

TOPIXTOPIX

死　亡　21人減！（32%減）
後遺症　8人減！（33%減）
死　亡　21人減！（32%減）
後遺症　8人減！（33%減）

　平成27年8月24日に富山県ドクターヘリが運航を開始し、間もなく1周年を迎えます。
　ドクターヘリが無ければ助からなかった命もあり、県民の命をつなぐため飛び続け、
救命率の向上や後遺症の軽減などに大きな効果を発揮しています。
　また、ドクターヘリの基地病院である富山県立中央病院において、初期研修医（2年次）
を対象に、新たにドクターヘリを活用した研修（見学）を実施しています！
　ぜひ富山県で救命救急に携わってみませんか。

　平成27年8月24日に富山県ドクターヘリが運航を開始し、間もなく1周年を迎えます。
　ドクターヘリが無ければ助からなかった命もあり、県民の命をつなぐため飛び続け、
救命率の向上や後遺症の軽減などに大きな効果を発揮しています。
　また、ドクターヘリの基地病院である富山県立中央病院において、初期研修医（2年次）
を対象に、新たにドクターヘリを活用した研修（見学）を実施しています！
　ぜひ富山県で救命救急に携わってみませんか。

県立中央病院経営管理課管理係
ドクターヘリを活用した研修のお問い合わせ先

富山県ドクターヘリ運航開始から1周年！

TEL 076-491-7108　FAX 076-422-0667
E-mail toyamakenchu-kenshu@esp.pref.toyama.lg.jp

平成27年度出動件数
（H27.8.24～H28.3.31　221日間）

２８８件
平成27年度出動件数

（H27.8.24～H28.3.31　221日間）

２８８件
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研修プログラムの特徴
①救急研修の実践

2.5 次地域救命センター。救急患者数は年間約 20,000 名で、富山県内で最多。研修医
が主体となりファーストタッチから検査オーダーや診断までを経験できる。救急患者は
24 時間 365 日受入れており、1 次救急から 3 次救急まで多くの症例が集まる。

②国際医療交流
米国ジョージア州メーコン・ビブ郡（黒部市と姉妹都市）のマーサー大学医学部及び
ナビセントヘルス医療センターと国際医療交流協定を締結。年間3名の指導医が来院し、
研修医向けのレクチャーや症例検討を行う。加えて、同大学、センターでの医療研修を
実施。10 年以上継続して交流しており、米国側の研修受入体制も十分に整っている。

③屋根瓦方式の指導
年間約 50 回程度、各科の指導医が研修医に対してレクチャー実施。年度初めと年度末
には 2 年次研修医から 1 年次研修医に対するレクチャーも実施。診療科ごとの垣根が低いため、科を越えた
指導医へのコンサルもしやすい。

④厚生福利の充実
連続休暇取得制度（サバチカル休暇）の実施。病院に隣接した医師官舎を貸与（1 Ｋタ
イプ　月額家賃 10,000 円）。

⑤柔軟な研修プログラム
研修医の希望に応じ、履修科目の選択に柔軟に対応。北海道根室市（黒部市と姉妹都市）
の市立根室病院での地域医療研修も可能。新専門医制度に沿って、専門医取得のために
必要な症例を 2 年次において主担当医となって経験することが可能。

黒部市民病院
●病院の概要

（１）病院長　竹田　慎一
（２）病床数（内訳）　414 床（一般　405 床、結核　5 床、感染症　4 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　69 名（うち指導医数　40 名）
（４）初期臨床研修医数　1 年次　8 名（基幹型 6 名、協力型 2 名）、2 年次　8 名（基幹型 3 名、協力型 5 名）
（５）標榜科　内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、感染症内科、

禁煙外来、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、小児科、整形外科、脳神経外科、呼吸器
外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、産婦人科、皮膚科、神経内科、消
化器内科、麻酔科、放射線科、緩和ケア室、核医学 PET 画像センター、精神科・心療内科、
リハビリテーション科、関節スポーツ外来、漢方内科、形成外科、病理診断科、歯科口腔外科、
セカンドオピニオン外来

（６）１日平均外来患者数　897.5 人（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　340.0 人（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 8 月 26 日（金）まで（ただし、その後もマッチング登録に間に合う限り随時受付可能）
（２）募集人数　8 名
（３）選考方法　個人面接、筆記試験
（４）試験日　平成 28 年 7 月 24 日、8 月 10 日、8 月 27 日
（５）給与　1 年次　月額 450,000 円（賞与　年額 150,000 円）

2 年次　月額 500,000 円（賞与　年額 200,000 円）
（６）宿舎　有（1K、月額家賃 10,000 円、病院隣接、平成 17 年建築）

〒 938-8502　黒部市三日市 1108 番地 1
TEL ● 0765-54-2211
FAX ● 0765-54-2962

担当 ● 総務課　小森
mail ● somu2@med.kurobe.toyama.jp
URL ● http://med-kurobe.jp/

お問い合せ 黒部市民病院

初期研修プログラム　ローテート例
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内　科 選択 選択必修 救　急 内　科

２年次 選択必修 選択 地域医療 選　択

米国指導医と

外科的気道確保の実習

縫合の実習
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研修プログラムの特徴
　当院は、富山県のがん診療連携拠点病院として指定されており、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケアな
どがん診療の充実を図っています。また二次・三次救急医療機関として急性期医療を担うとともに、周産期・
小児医療、生活習慣病、高度・先進的医療および政策的医療を積極的に行っています。そのため、①救命救急
センターにおいて救急医療を十分学べる②母子医療センターにおいて出産前後の
母子管理を系統立てて学べる③都道府県がん診療連携拠点病院として数多くの癌
症例や癌関連の疾患を経験できる④緩和ケア病棟において単なる疼痛緩和だけで
なく患者・家族の精神的ケアについても学べるなど数多くのメリットがあります。
　また、ピッツバーグメディカルセンターへの海外派遣研修、離島（沖縄）への
国内派遣研修、ドクターヘリへの同乗も経験できます。

富山県立中央病院
●病院の概要

（１）病院長　野田　八嗣
（２）病床数（内訳）　733 床
　　　　　　　　　  （一般　665 床、精神科　50 床、結核　16 床、感染症　２床）

（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　170 名（うち指導医数　88 名）H28.7.1 現在　歯科口腔外科を除く
（４）初期臨床研修医数　１年次　18 人、2 年次　11 人
（５）標榜科　内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、小児外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテー
ション科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科

（６）１日平均外来患者数　1,478 人（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　　593 人（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年７月 29 日（金）必着
（２）募集人数　18 名
（３）選考方法　個人面接、小論文
（４）試験日時　第 1 回　平成 28 年８月８日（月）13 時から

第 2 回　平成 28 年８月 22 日（月）13 時から
（５）給与　１年次　月額 約 450,000 円（諸手当含む）

２年次　月額 約 550,000 円（諸手当含む）
当直手当　１年次　10,000 円／回　2 年次　20,000 円／回

（６）宿舎　有（24 戸、広さ 42.5㎡、家賃　50,000 円／月〈駐車場 1 台分含む〉、48,000 円／月〈駐
車場利用なし〉病院までの距離０km）　住宅手当　25,000 円／月　※宿舎利用の場合も住宅
手当が出ます。

初期研修プログラム　ローテート例
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１年次
Aさん 救急 小児 内科（消） 精神 内科（腎） 内科（循）

Bくん 内科（呼） 内科（腎） 小児 産婦 麻酔 内科（循） 内科（消）

内科６ヶ月は必修。腎臓・高血圧、循環器、血液、呼吸器、消化器、内分泌・代謝、内科和漢・リウマチ科、神経内科から選択。
救急２ヶ月は必修。残りの４ヶ月は外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科から２科目以上選択。

２年次
Cくん 産婦 麻酔 放射線 外科 NICU 地域 救急 産婦

Dさん 内科（消） 内科（循） 内科
（呼） 地域 内科

（内）
内科

（腎） 救急 外科 内科
（消） 神内

２年目は救急、地域医療は必須。それ以外の10ヶ月は自由選択。

救急車同乗実習（ピッツバーグ）

〒 930-8550　富山市西長江 2 丁目 2 番 78 号
TEL ● 076-424-1531
FAX ● 076-422-0667

担当 ● 経営管理課　中島
mail ● byoin-keieikanri@esp.pref.toyama.lg.jp
URL ● http://www.tch.pref.toyama.jp/rinsyo/index.html

お問い合せ 富山県立中央病院
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研修プログラムの特徴
　当院は富山医療圏で二次救急を担っており、救急症例が豊富であるだけではなく、近年は外科診療体制の強
化や、富山県では初の高性能の IMRT 対応放射線治療装置を導入するなど急性期病院として高度な医療も提供
していますので、様々な診療科で、common disease だけでなく、専門性の高い疾患も経験できます。
　プログラムは柔軟性の高いものとなっており、毎月月末のミーティングで翌月の診療科を研修医の希望を
もとに最終決定しています。
　また、要望もなるべく早
く取り入れるようにしてい
ます。昨年は、翌日の研修
への影響を考慮し、救急当
直時の拘束時間を短縮しま
した。

〒 939-8511　富山市今泉北部町２番地１
TEL ● 076-422-1112
FAX ● 076-422-1371

担当 ● 経営管理課　飯田
mail ● jimukyoku@tch.toyama.toyama.jp
URL ● http://www.tch.toyama.toyama.jp/

お問い合せ 富山市立富山市民病院

初期研修プログラム　ローテート例
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内科 選択必修 救急部門

２年次 地域
医療 選択科

富山市立富山市民病院
●病院の概要

（１）病院長　石田　陽一
（２）病床数（内訳）　595 床（一般　539 床、精神　50 床、感染症　6 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　91 名（うち指導医数　63 名）
（４）初期臨床研修医数　１年次　4 名（うち協力型　１名）、２年次　7 名（うち協力型　４名）
（５）標榜科　内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌代謝内科、血液内科、

腎臓内科、内視鏡内科、透析内科、腫瘍内科、小児科、外科、乳腺外科、消化器外科、
整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器・血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、
耳鼻いんこう科、放射線治療科、放射線診断科、歯科口腔外科、麻酔科、
ペインクリニック内科、緩和ケア内科、病理診断科、リハビリテーション科、救急科

（６）１日平均外来患者数　1,084.3 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　　428.2 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　随時
（２）募集人数　6 名
（３）選考方法　書類審査・面接試験
（４）身分　常勤嘱託職員
（５）給与　１年次　月額 419,000 円（賞与なし）

２年次　月額 441,000 円（賞与なし）
（６）宿舎　有（2DK　20,140 円　3DK　22,140 円〈共益費、駐車場（1 台）込〉）
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●病院の概要
（１）病院長　齋藤　滋
（２）病床数（内訳）　612 床（一般　569 床、精神　43 床、）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　320 名（うち指導医数　124 名）
（４）初期臨床研修医数　1 年次　24 名（うち協力病院で研修中　1 名）、2 年次　33 名（うち協力病院で研修中　25 名）
（５）標榜科　循環器内科、呼吸器内科、内科、消化器内科、皮膚科、小児科、精神科、放射線治療科、放射診断科、

外科、脳神経外科、整形外科、産科婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻酔科、歯科口腔外科、
心臓血管外科、小児外科、神経内科、救急科、漢方内科、感染症内科、病理診断科

（６）１日平均外来患者数　1,184 名（平成 27 年度実績）　（７）１日平均入院患者数　478 名（平成 27 年度実績）
●募集要項

（１）受付期間　平成 28 年 7 月 13 日（水）まで
（２）募集人数　42 名（うち特別コース：小児科　2 名、産婦人科　2 名）
（３）選考方法  面接　（４）身分  非常勤医師　（５）給与  月額 312,240 円（賞与なし）　（５）宿舎  有

研修プログラムの特徴
●キーワードは「フレキシブルな研修」です。
　一人ひとりにあったプログラムを、卒後臨床研修センターのスタッフと相談しながら、オーダーメイドで作
成することが可能で、自分の描く将来像に向かって、無駄なく無理のない臨床研修が可能です。
●充実した「指導陣」が研修をサポートします。
　初期臨床研修の２年間は、生涯にわたり１度しか経験出来ません。そんな大切な２年間を富山大学附属病院
の指導医がサポートします。日常診療をマンツーマンで親身になって指導するだけでなく、人としての温かな
触れ合いを大切にする指導医がいるのも、この病院の特徴です。
●稀な症例からプライマリケアまで「幅広い症例」を経験出来ます。
　大学病院でしか見られないような専門性に特化した疾患、重症疾患の診療に従事するだけでなく、市中病院
でよく経験する common disease まで幅広く経験することが可能です。
●快適な「研修環境」を提供します。
　広い研修医室を中心に、研修医専用の更衣室、シャワー室、仮眠室を備えています。また、研修医室に隣接
するスキルスラボには各種シミュレーターを常備するなど、２年間の研修を快適・有意義に過ごせるよう工夫
しています。また、病院長との懇談会を定期的に開催し、アットホームな雰囲気の中で研修の問題点について
意見を交わし、迅速な対応を行っています。

〒 930-0194　富山市杉谷 2630
TEL ● 076-434-7806
FAX ● 076-415-8990

担当 ● 卒後臨床研修センター
mail ● resident@med.u-toyama.ac.jp
URL ● http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/

お問い合せ 富山大学附属病院

富山大学附属病院

ローテート例
◎専門診療科に特化したプログラムの例 1（内科系）

【特徴】内科系分野を重点的に学び将来の内科系専門医を目指す。
　　　  必修科目さえ履修すれば２年目を内科系診療科に特化することも可能である。　

１年次 ２年次
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
呼内 代謝 救急 精神 １外 産婦 神内 循内 腎内 地域 総診 消内

◎専門診療科に特化したプログラムの例 2（外科系）
【特徴】外科系分野を重点的に学び将来の外科系専門医を目指す。
　　　  必修科目さえ履修すれば２年目を外科系診療科に特化することも可能である。

１年次 ２年次
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１外 ２外 ２内 ３内 １内 救急 麻酔 小児 精神 地域 ２外

◎専門診療科に特化したプログラムの例 3（救急・麻酔）
【特徴】救急・麻酔分野を重点的に学び将来の救急 / 麻酔科専門医を目指す。

１年次 ２年次
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
麻酔 救急 ２内 ３内 １内 救急 １外 産婦 精神 地域 麻酔 救急

◎総合的に研修するプログラムの例
【特徴】多くの診療科を回って幅広く総合的に学ぶ。

１年次 ２年次
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
総診 １内 ２内 救急 ２外 産婦 脳外 小児 精神 地域 麻酔 耳鼻



研修プログラムの特徴
　富山赤十字病院初期臨床研修プログラムでは、豊富な症例に接し「病気を診る力」
を習得することを目的にしています。　
　本院の研修プログラムの特徴としては、富山医療圏の二次救急輪番病院として、
救急外来研修を重視した研修体制であること、各科指導医の先生からマンツーマン
以上の指導を受けることができます。
① 2 次救急輪番の当直を担当することにより、救急搬送患者を中心に数多くの症例

を経験しプライマリーケアを習得できる。
②毎週月曜日朝、救急症例検討会が行われ、互いのディスカッションを通じ広く深

い知識の習得ができる。
③月 1 回、鹿児島大学有嶋教授の救急外来指導が受講できる。
④指導の手厚さ、診療科同士の垣根の低さがあり、学びの機会が豊富にある。

〒 930-0859　富山市牛島本町 2 丁目１番 58 号
TEL ● 076-433-2222（内線 2041）
FAX ● 076-415-2828

担当 ● 研修センター　江尻
mail ● kensyuu@toyama-med.jrc.or.jp
URL ● http://www.toyama-med.jrc.or.jp/

お問い合せ 富山赤十字病院

臨床研修協力施設
①前川クリニック（地域医療）
②富山赤十字病院訪問看護
　ステーション（地域保健）

臨床研修協力病院
①谷野呉山病院（精神科）
②八尾総合病院（地域医療）
③武蔵野赤十字病院（救急医療）→ 27 年度より追加（最長 2 か月）
④富山大学附属病院（選択科目）→平成 28 年度より追加（大学のみ最長 6 か月）
⑤旭川赤十字病院（選択科目）→平成 29 年度より追加予定

基幹型初期臨床研修プログラム
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内科
救急

武蔵野赤十字病院に
2か月間可能

選択必修
外科、産婦人科、麻酔科、精神科、

小児科の中から２科目以上を選択

２年次 地域
医療 選択科目（11か月間のうち富山大学に最長6か月研修）

（ ）（ ）

富山赤十字病院
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●病院の概要
（１）病院長　平岩　善雄
（２）病床数（内訳）　435 床（一般　435 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　77 名（うち指導医数　56 名）
（４）初期臨床研修医数　１年目研修医　5 名（基幹型）、2 年目研修医　4 名（協力型）
（５）標榜科　内科、腎臓・感染症内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、神経内科、呼吸器・アレルギー

内科、消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器
外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、病理診断科、歯科口腔外科

（６）１日平均外来患者数　903 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　350 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　各試験日の 7 日前まで必着
（２）試験日時　平成 28 年 8 月　毎週金曜日（5、12、19、26 日）10 時
（３）募集人数　5 名
（４）選考方法　筆記試験（小論文）、個別面接
（５）身分　常勤嘱託職員
（６）給与　１年次　約 440,000 円／月（平成 27 年度実績）、２年次　約 460,000 円／月（平成 27 年度実績）

＊その他、通勤手当・住居手当、当直手当、時間外手当あり
（７）宿舎　有（１K、駐車場あり、病院から徒歩 10 分、富山駅から徒歩 6 分、基幹型は負担金なし、協

力型は 39,000 円の自己負担金あり）
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〒 931-8533　富山市楠木 33 番地 1
TEL ● 076-437-1111
FAX ● 076-437-1122

担当 ● 総務課　吉村
mail ● hospital@saiseikai-toyama.jp
URL ● http://www.saiseikai-toyama.jp/

お問い合せ 富山県済生会富山病院

初期研修プログラム

※ 1 内科研修：循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、腎臓内科を各 1 ヶ月間前後ローテーションし、
最終月には希望する内科を再度研修する。

※ 2 選択必修：外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科から 2 科目以上を選択し、各 1 ヶ月間以上ずつ選択してローテー
ションする。精神科を選択した場合には、富山大学附属病院で研修を受ける。

※ 3 選択コース：富山大学附属病院にて、3 ヶ月以上 ( 最長 9 ヶ月間 ) の臨床研修を受ける。ただし、実習時期に関しては
都合により指定または変更の場合がある。

※ 4 Dr. ヘリ同乗救急研修：富山県立中央病院にて 1 ヶ月間の Dr. ヘリ同乗救急研修を選択することが可能。
※ 5 選択コース：済生会福岡総合病院 (3 ヶ月間：救急 2 ヶ月＋総合診療部 1 ヶ月 ) または済生会横浜市東部病院 (2 ヶ月間：

救急 2 ヶ月 ) の一方または両方を選択する。残りの期間は、当院または富山大学附属病院にて希望診療科の研修を行う。
※ 6 地域医療研修：八尾総合病院ならびにその関連福祉施設において、地域医療研修を行う。

研修プログラムの特徴
　当院では血管病 ( 脳卒中・心血管病・糖尿病 ) を中心に、脊椎・関節疾患、がん治療という得意分野を主軸とし、
高い機動力を活かして、質の高いチーム医療を患者さんに提供する研修を特徴としています。
　また、済生会各病院との提携により、救急研修は救命救急センターを有する 2 つの済生会病院 ( 福岡総合病
院と横浜市東部病院 ) で、救急医療の最前線での研修が可能です。
　更に、富山大学附属病院と提携しており、最先端の先進医療を経験することができ、リサーチマインドの刺
激を受け、医師としてのキャリアの幅を大きく拡げることが可能です。
　最前線から最先端まで盛り込んだ当院の初期臨床研修へ飛び込んで下さい。後輩を育てる気満々の熱いスタッ
フと一緒に、Skill-up ＆ Step-up を目指しましょう。

富山県済生会富山病院
●病院の概要

（１）病院長　井上　博
（２）病床数（内訳）　250 床（SCU　6 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　39 名（うち指導医数　19 名）
（４）初期臨床研修医数　基幹型（1 年次　1 名、2 年次　0 名）、協力型（1 年次　2 名、2 年次　6 名）
（５）標榜科　内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、
歯科口腔外科

（６）１日平均外来患者数　492.3 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　226.7 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 9 月 30 日（金）まで
（２）募集人数　2 名
（３）選考方法　書類審査、面接
（４）身分　常勤職員
（５）給与　1 年次　月額 500,000 円、2 年次　月額 510,000 円
（６）宿舎　無

１年次
内科（6ヶ月間）　※1

2次救急輪番研修

2次救急輪番研修

救急医療
（1ヶ月間）

地域医療
（1ヶ月間）
※6

選択コース
（11ヶ月間）

救急医療
（2ヶ月間）

選択必修研修
（3ヶ月間）　※2

２年次
富山大学附属病院
研修（3ヶ月間以上）

※3

済生会グループ（福岡/横浜）
研修（2ヶ月間以上）

※5

Dr.ヘリ
県中救急
※4
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研修プログラムの特徴
　当院は日常診療と救急医療に適切な比重を置く“バランス型病院”です。
当たり前のことを当たり前にできる医師を育成します。
特徴①　多様な診療科で研修

全診療科で研修が可能、多様な科目を自由に研修できます。研修中
のスケジュール変更も随時 OK です！

特徴②　様々な症例を経験してスキルアップ
高岡医療圏の救急搬送に加え、ウォークインでも様々な症状の患者
さんが来ます。指導医のサポートのもと、研修医が first touch を行
いますので、スキルアップ間違いなし！！

特徴③　アメリカの最先端の医療体制を体感
高岡市の姉妹都市であるアメリカ合衆国フォートウェーン市パーク
ビュー病院との医療交流を実施しています！

〒 933-8550　高岡市宝町４番１号
TEL ● 0766-23-0204
FAX ● 0766-26-2882

担当 ● 総務課　明（ミョウ）
mail ● hospitaljim@city.takaoka.lg.jp
URL ● http://www.med-takaoka.jp/

お問い合せ 高岡市民病院

初期研修プログラム　ローテート例
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 救急 内科 ※選択必修

※選択必修…外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科から２科目以上選択

２年次 地域
医療 ※選択科目

※選択科目…１ヶ月を最小単位として、以下の科目を選択可能
内科（呼吸器、内分泌、腎臓）、循環器科、神経内科、消化器内科、精神科、麻酔科、外科、整形外科、胸部・
血管外科、形成外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、皮膚科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、
リハビリテーション科、病理診断科

高岡市民病院
●病院の概要

（１）病院長　遠山　一喜
（２）病床数（内訳）　401 床（一般　333 床、精神　50 床、感染症　6 床、結核　12 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　62 名（うち指導医数　30 名）
（４）初期臨床研修医数　１年次　１名（協力型 1 名）、２年次　８名（基幹型 1 名、協力型 7 名）
（５）標榜科　内科、循環器科、リウマチ科、精神神経科、神経内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、

形成外科、脳神経外科、胸部・血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション科、放射線科・核医学科、歯科口腔外科、麻酔科・集中治療科、
病理診断科

（６）１日平均外来患者数　891.8 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　309.7 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 8 月 31 日（水）まで
（２）募集人数　4 名
（３）選考方法　個人面接
（４）身分　非常勤職員
（５）給与　１年次　月額 467,400 円、２年次　月額 482,700 円

（賞与なし、通勤手当、宿日直手当は別途支給）
（６）宿舎　有（病院契約の賃貸借住宅　病院負担限度月額 40,000 円）
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研修プログラムの特徴
◆ 初期研修で経験すべきほとんどの疾患が網羅されています。
◆ 経験ある医師による指導が受けられます。
◆ 研修内容については、担当指導医との話し合いの中で個々人が満足し、意欲が湧く方法を模索していきます。
◆ 研修を支える医師や看護師等の多職種メンバーとの定期的な意見交換会に参加していただきます。
◆ 2 年次に、済生会病院グループ間の短期研修が選択できます。
　 済生会福岡総合病院（総合診療科及び救急科研修 3 ヵ月）
　 済生会松山病院 （済生会所有の医療巡回船による離島診療を含む内科研修 3 ヵ月）

〒 933-8525　高岡市二塚 387-1
TEL ● 0766-21-0570
FAX ● 0766-23-9025

担当 ● 経営管理室　森川
mail ● resident@takaoka-saiseikai.jp
URL ● http:// www.takaoka-saiseikai.jp/

お問い合せ 社会福祉法人恩賜財団　富山県済生会高岡病院

初期研修プログラム　ローテート例
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内科 救急部門 精神科 地域
医療

選択
必修

２年次
選択科目

・内科系、外科系、小児科、産婦人科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科等は当院で実習
・総合診療科及び救急科、離島診療を含む内科、地域保健は協力病院・施設で実習

2 年次選択科目について　　※＜＞内は実習病院と実習可能期間を記載。
・内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・脳神経外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・麻酔科・放射線科・

リウマチ科・リハビリテーション科・病理診断科（富山県済生会高岡病院　12 ヵ月）
・救急部門＜富山県立中央病院　1 ヵ月＞
・救急部門及び内科（総合診療）＜済生会福岡総合病院　3 ヵ月＞
・内科（離島診療を含む）＜済生会松山病院　3 ヵ月＞
・地域保健＜高岡厚生センター　1 ヵ月＞

但し、選択科目の臨床研修協力病院・施設での研修期間は 6 ヵ月を最長とする。

社会福祉法人恩賜財団　富山県済生会高岡病院
●病院の概要

（１）病院長　飯田　博行
（２）病床数（内訳）　251 床（高度急性期　7 床、一般　152 床、

地域包括ケア　52 床、回復期リハビリテー
ション　40 床）

（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　30 名（うち指導医数 18 名）
（４）初期臨床研修医数　1 年次　0 名、2 年次　1 名（協力型として受入）
（５）標榜科　内科、循環器科、消化器科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、脳神経外科、眼科、

耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、リウマチ科、放射線科、リハビリテーション科、
病理診断科（17 科）

（６）１日平均外来患者数　494 人（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　183 人（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 9 月 30 日（金）まで
（２）募集人数　2 名
（３）選考方法　書類審査、面接（随時）
（４）給与　1 年次　約 5,500,000 円 / 年（各種手当含む）

2 年次　約 6,000,000 円 / 年（各種手当含む）
（５）宿舎　無（住宅手当として家賃全額を病院から支給）
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〒 933-8555　高岡市永楽町 5 番 10 号
TEL ● 0766-21-3930
FAX ● 0766-24-9509

担当 ● 総務課　栗原
mail ● tasoumu@kouseiren-ta.or.jp
URL ● http://www.kouseiren-ta.or.jp

お問い合せ 厚生連高岡病院

初期研修プログラム　ローテート例
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内科前期 内科後期 救急 選択必修 選択
科目

２年次 地域
医療 選択科目

※選択必修科目 ･･･ 外科、小児科、産婦人科、麻酔科、精神科より 2 科目選択
　選択科目…１ヶ月を最小単位として、自由に選択可能

研修プログラムの特徴
　臨床研修医の希望に沿った自由度の高いプログラムが特徴です。
　例のように厚労省が定める内科６ヶ月、救急科３ヶ月、選択必修（外科、麻酔科、産婦人科、小児科より２
科目を選択）と２年次に地域医療の研修を行うこと以外はすべて研修医の希望により自由に決めることができ
ます。途中の研修スケジュールの変更も可能です。

厚生連高岡病院
●病院の概要

（１）病院長　北川　清秀
（２）病床数（内訳）　533 床（一般　533 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　108 名（うち指導医数　40 名）
（４）初期臨床研修医数　１年次８名（基幹型６名・協力型２名）、２年次５名（基幹型２名・協力型３名）
（５）標榜科　内科、循環器内科、腫瘍内科、消化器内科、神経内科、緩和ケア外科、小児科、外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、精神科、放射線科、放射線治療科、救急科、麻酔科、リハビリテーショ
ン科、歯科口腔外科、病理診断科、（26 科）

（６）１日平均外来患者数　995 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　458 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 8 月 24 日（水）まで
（２）募集人数　10 名
（３）選考方法　個人面接
（４）身分　嘱託職員
（５）給与　１年次　月額 430,000 円（賞与なし）、平均月収（手当、時間外等含む）550,000 円
　　　　　 ２年次　月額 450,000 円（賞与なし）、平均月収（手当、時間外等含む）620,000 円

（６）宿舎　無（家賃補助あり　月額 35,000 円）
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〒 935-8531　氷見市鞍川 1130 番地
TEL ● 0766-74-1900
FAX ● 0766-74-1901

担当 ● 人事課　堤（つつみ） 
mail ● kh-jinji@kanazawa-med.ac.jp
URL ● http://www.kanazawa-med.ac.jp/~himi/

お問い合せ 金沢医科大学氷見市民病院

初期研修プログラム
１年次

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内科系
プログラム 内科 救急 消外or麻酔

小児or
産婦or
精神

外科系
プログラム 内科 救急 一般・消化器外科

２年次
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内科系
プログラム

地域
医療 ※自由選択

外科系
プログラム 麻酔科 地域

医療 ※自由選択

※自由選択…１ヶ月を最小単位として、選択可能

研修プログラムの特徴
　金沢医科大学氷見市民病院初期臨床研修プログラムの特徴として、『診療』・『研究』・『教育』の３本柱を軸に
バランスのとれた初期臨床研修を実現
しています。当院では、地域中核病院
としての利点を最大限に生かし、初期
臨床研修が実りある２年間とするため、
ともに診療を行い、考え、議論を重ね、
未来へつながる初期臨床研修を一丸と
なって行っていきたいと考えています。

金沢医科大学氷見市民病院
●病院の概要

（１）病院長　齋藤　人志
（２）病床数（内訳）　250 床（一般　245 床、結核　5 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　40 名（うち指導医数　28 名）
（４）初期臨床研修医数　１年次　1 名、２年次　2 名
（５）標榜科　循環器内科、消化器内科、腎臓内科、内分泌・代謝科、血液・リウマチ膠原病科、呼吸器内科、

神経内科、高齢医学科、総合診療科、心身医学科、小児科、一般・消化器外科、胸部心臓血
管外科、整形外科、産婦人科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いん
こう科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科

（６）１日平均外来患者数　530 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　192.3 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 8 月 31 日（水）まで
（２）募集人数　6 名
（３）選考方法　個人面接
（４）身分　嘱託職員
（５）給与　１年次　月額 600,000 円（賞与なし）、２年次　月額 700,000 円（賞与なし）
（６）宿舎　有（民間借り上げアパートあり、月 60,000 円上限で病院負担。）
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●病院の概要
（１）病院長　伊東　正太郎
（２）病床数（内訳）　514 床（一般　461 床、精神　44 床、感染症　4 床、結核　5 床）
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　80 名（うち指導医数　33 名）　※歯科医師　3 名含む
（４）初期臨床研修医数　1 年次　4 名、2 年次　2 名
（５）標榜科　内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、

小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、大腸肛門科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、
リハビリテーション科、歯科口腔外科、病理診断科

（６）１日平均外来患者数　963.5 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　344.2 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 8 月 8 日（月）まで
（２）募集人数　6 名
（３）選考方法　筆記試験（小論文）、面接
（４）身分　嘱託職員
（５）給与　1 年次　月額 429,000 円（賞与年額 100,000 円）

2 年次　月額 448,000 円（賞与年額 200,000 円）
（６）宿舎　近隣アパートを紹介し、病院が借り上げ、宿舎として貸与。家賃のうち住居手当の支給上限額

（27,000 円）を超える部分については自己負担。

研修プログラムの特徴
　14 万人の砺波医療圏の中心的役割を担う基幹病院です。プライマリケア、在宅医療から救急医療、高度先進
医療まで幅広い研修が可能。砺波 IC に近いため金沢・富山まで約 30-40 分のアクセスです。
　救急外来の研修ではファーストタッチを研修医が行い、内科系および外科系の医師と共に診療をします。
ICU 当直医師も院内に待機しています。救急受診患者数は県内２位、研修医一人当たりの症例数は豊富です。
救急・災害医療・臨床研修教育に豊富な経験を持つ救急専門医の丁寧な指導がもれなくついてきます（笑）希
望者は 2 年次に富山県中救急研修にも行けますよ。
　院内では多数のレクチャー、カンファレンス、講演会が開催されています。広く新しい研修医室や専任司書
が働く図書室も利用可能。院内クラブ活動、医局会行事も充実。徒歩圏内にイオンや飲食店多数あり。砺波市
は住み良さランキング BEST10 の常連です。地域の住民の気質はおだやかで研修医を大事にする気風がありま
す。詳細はぜひとも砺波総合病院 HP を。

〒 939-1395　砺波市新富町 1 番 61 号
TEL ● 0763-32-3320
FAX ● 0763-33-1487

担当 ● 臨床研修科　長谷川 
mail ● tgh-kensyu@city.tonami.lg.jp
URL ● http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/

お問い合せ 市立砺波総合病院

初期研修プログラム
平成 27 年度研修開始　スケジュール【実例１】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 消化器内科 救急 麻酔科
糖尿病・
内分泌
内科

循環器
内科

放射
線科 救急 小児科 精神科 腎高血

圧内科

２年次 血液内科 救急 地域
医療

耳鼻
咽喉科

脳神経
外科 皮膚科 形成

外科
産婦
人科 内科

Flexible なプログラム　内科 6 か月　消化器科、腎高血圧内科、循環器科、糖尿病・内分泌内科、血液内科
選択必修 2 か月　外科（外科系）、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科から 2 科選択
救急 3 か月、地域医療 1 か月、残りの期間は個人の希望を考慮して研修を行います。

市立砺波総合病院
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●病院の概要
（１）病院長　清水　幸裕
（２）病床数（内訳）　175 床（一般病棟　91 床、地域包括ケア病棟

48 床、回復期リハビリテーション病棟　36 床 )
（３）医師数（初期臨床研修医を除く）　20 名（うち指導医数　10 名）
（４）初期臨床研修医数　１年次　 1 名 、 ２年次 　2 名
（５）標榜科　内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科（人工透析）、糖尿病・代謝・内分泌内科、

外科、消化器外科、肛門外科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、皮膚科、
泌尿器科、脳神経外科、心療内科、精神科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科

（６）１日平均外来患者数　377.0 名（平成 27 年度実績）
（７）１日平均入院患者数　128.1 名（平成 27 年度実績）

●募集要項
（１）受付期間　平成 28 年 9 月 23 日（金）まで
（２）募集人数　2 名
（３）選考方法　個人面接、自己推薦文（事前提出）
（４）身分　嘱託職員
（５）給与　１年次　月額 450,000 円（賞与なし、日当直手当あり）

２年次　月額 450,000 円（賞与なし、日当直手当あり）
（６）宿舎　無（住宅手当支給あり）

研修プログラムの特徴
　南砺市民病院の初期臨床研修プログラムでは「全人的医療を実践できる能力を身に付け、チーム医療の牽引
役を担う医師を育成する」ことを目的にしています。特徴的な点としてこれら２点が挙げられます。
　①…１年次の前半に半年間の内科研修を必修とし、この期間に院内の職員との関係構築と以後のローテート

研修への基礎対応力を身に付けることが出来る。
　②…地域医療研修は２ヶ月にわたって、当院が中心となって取り組む先進的な地域包括医療・ケアの現場を、

院外研修協力施設での研修を織り交ぜながら体感できる。

〒 932-0211　南砺市井波 938
TEL ● 0763-82-1475
FAX ● 0763-82-1853

担当 ● 臨床教育・研究センター　勇崎健児
mail ● yuzaki.kenji@city.nanto.lg.jp
URL ● http://shiminhp.city.nanto.toyama.jp/

お問い合せ 南砺市民病院

初期研修プログラム　ローテート例（実際の研修医の選択プログラム）
Ｋ研修医の場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内　　科 救　急 麻酔科 外　科

２年次 地域医療 整形外科 脳外科 産婦人科 小児科 精神科 内科 循環
器科

Ｔ研修医の場合
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年次 内　　科 麻酔科 救　急 外　科

２年次 整形外科 産婦人科 小児科 地域医療 循環
器科 精神科 皮膚科 内科

※必修科目 ･･･ 内科（６ヶ月）、救急（３ヶ月）、地域医療（２ヶ月）　　　　　　　　　　
　選択必修 ･･･ 小児科、外科、産婦人科、精神科、麻酔科より２科目以上、計３ヶ月以上　
　選択科目 ･･･ 南砺市民病院、市立砺波総合病院、北陸病院、糸魚川総合病院、富山大学附属病院にて研修可能な診療科

より研修医が選択する。１科目につき最低１ヶ月、複数月を充てることも可能

病院職員によるボランティアグループ「コント DE 健康」
への参加

南砺市民病院



富山県の特徴

平成27年3月14日　北陸新幹線開業

富山県の特徴

平成27年3月14日　北陸新幹線開業
富山県がぐっと近くなりました！富山県がぐっと近くなりました！

富山ってどんなところ？をデータでご紹介します。

働きやすさ

住みよさ

地震、津波が少ない 幸福度のバランスの良さ

大幅な時間短縮、日帰りも容易に
●北陸新幹線で東京と富山は約２時間で結ばれました。
●東京からの往復では約２時間も短縮され、首都圏から富山は「日帰り圏」となりました。
●関東圏で開催される学会等に参加しやすくなりました。

利便性、安全性の高い新幹線
●新幹線は運行本数も多く便利です（富山・東京間は1日24往復運行されています）。
●天候の影響を受けにくいため、確実に定時に目的地に行くことができます。

労働者の
平均勤続年数

全国 1位 全国 1位 全国５位
12.9年

（H27賃金構造基本統計調査）

持ち家率

78.3％
（H22）

火災発生件数
（少なさ・人口1万人あたり）

2.01件

過去30年間の震災回数
（1986－2015）

全国最少

（H26）

重要犯罪発生件数
（少なさ・人口10万人あたり）

3.0件

震度3以上　27回
震度4以上　　5回

（H27）

生活保護率
（少なさ）

労働・企業

安全・安心

医療・健康

生活・家族

都道府県別幸福度ランキング
（H23法政大学大学院）

全国 2位
富山県

0.33％
（H26）

新生児集中治療病床数
（出生１千人あたり）

全国トップクラス
3.6床
（H26）

救急自動車による
現場到着所要時間（短さ）

7.0分
（H26）

保育所待機児童数
（少なさ）

0人
（H27）

共働き率

54.7％
（総務省H22国勢調査）

東京から富山まで

２時間８分で
行けるんだ～！

全国 1位 全国 1位 全国 1位 全国 1位

全国 3位

全国 3位

全国 4位

全国 5位

全国 1位


