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病院名 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 ＜567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 



 富山県臨床研修病院連絡協議会では、平成 25 年 4 月 21 日（日）にパシフィコ横

浜で開催される「e レジフェア 2013 in TOKYO」に参加します！ 

 「e レジフェア」初出展となりますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。 

【eレジフェア 2013 in TOKYO】 

平成 25 年 4 月 21 日（日） 

パシフィコ横浜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○富山県立中央病院          ○高岡市民病院 

○富山市立富山市民病院        ○厚生連高岡病院 

○富山大学附属病院          ○金沢医科大学氷見市民病院 

 

 

 フェア当日は、気になる病院のブースを訪問して、各病院のプレゼンを聞いていただ

けます。「興味のある診療科に力を入れている病院が知りたい」、「病院選びの基準が定

まらない」という疑問・丌安をお持ちの方は、会場に常駐しているコンシェルジュにご

相談ください！皆さんのご希望に合った病院を紹介してもらえます。 

 また、特別講演として和歌山県立医科大学附属病院卒後臨床

研修センター長である上野雅巳先生が講演されます。 

 「臨床研修するなら…大学病院 or市中病院」と題してディベー

ト形式で行われます。大学病院と市中病院から、それぞれの研

修医がプレゼンを行い、反論し合う方式で議論が進められます。 

大学病院と市中病院でお悩みの方は、ぜひ聞いてみてください。 

 

 皆様のご来場をお待ちしています！ 

ｅ レ ジ フ ア ェ 出 

日時 

展 

場所 

出展病院 

最寄り駅から 

みなとみらい線 

 みなとみらい駅より徒歩 3 分 

 

JR・市営地下鉄 

 桜木町駅より徒歩 12 分 

       バス  7 分 

       タクシー5 分 

 横浜駅より タクシー7 分 

内容 



１ 高岡市民病院 

当院の若手医師インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．医師を目指したきっかけは何ですか 

中学生の頃に祖父が胸部大動脈瘤の手術のため

県外の病院に入院していたことがありました。そ

の際、医師を含むたくさんのスタッフが懸命に集

中治療を行っている姿に感動しました。自分も少

しは人の役に立てたらいいと思い、また、やりが

いのある仕事だと思い、医師を目指しました。 

 

２．診療科はどうやって選びましたか 

もともと外科系には興味があり、どの科にしよ

うか学生のときには非常に悩みました。最終的に

脳神経外科を選んだ理由は「最も内科に近い外科」 

というところです。脳神経外科は手術を多く行うため外科系ではあるのですが、脳卒中の患者さんには心

疾患、糖尿病、高血圧、肺炎などを合併した方が非常に多く、実際に外来や病棟でもある程度の内科的な

知識と管理能力が問われます。オールラウンドとまではいきませんが、それに近い能力を身に付けられる

と判断して、脳神経外科を選びました。 

脳は勉強すればするほど本当に複雑で奥が深く、限りなく面白いです！ 

 

３．医師としてやりがいを感じるとき 

患者さんに「先生が主治医で幸せでした。」と言われた時です。 

 

４．当院の良いところ 

医局の秘書さんがとても親切でいつも助かります！！ 

ほかの病院に比べて患者さんに対するコメディカルの接遇

が非常に良いと思います。 

 

５．将来の目標 

脳神経外科専門医試験が無事に終わりましたので、今度は脳卒中専門医、神経内視鏡専門医、頭痛専門

医などに挑戦していきたいと考えています。海外研修も機会があれば行けるといいなぁと思っています。

ただ、今回高岡の病院に来て、地域医療の重要性を非常に感じる出来事がたくさんありました。具体的な

ビジョンはありませんが、将来的に在宅での患者さんのための診療、介護、リハビリを支援できるような

クリニックが開設できるといいなぁと思ったりもしています。 

2003 
富山医科薬科大学附属病院 脳神経外科研修医 

富山赤十字病院 脳神経外科研修医 

2004 

富山医科薬科大学附属病院  

研修医（麻酔科、第二内科ローテート）                                             

川崎幸病院 脳神経外科研修医  

2005 
齋藤記念病院 脳神経外科  

2006 

2007 

富山大学大学院博士課程 危機管理医学講座 2008 

2009 

2010 済生会富山病院 脳神経外科 

2011 

富山大学医学部脳神経外科 助教                       

済生会高岡病院 脳神経外科                  

日本脳神経外科学会専門医取得                         

2012 高岡市民病院 脳神経外科 

氏名：高橋 千晶 

診療科：脳神経外科 

出身大学：富山大学 

卒業年 ：平成 15 年 



２ 富山県済生会高岡病院 

当院の若手医師インタビュー 

2008 
恵寿総合病院（石川県七尾） 

初期研修医・1 年目 

2009 
金沢大学附属病院 

初期研修医・2 年目 

2010 
4 月〜金沢大学附属病院 産婦人科  

10 月〜 福井県立病院 産婦人科 

2011 
〜9 月 福井県立病院産婦人科 

10 月〜 恵寿総合病院 産婦人科 

2012 
〜9 月 恵寿総合病院 産婦人科 

10 月〜 富山県済生会高岡病院 産婦人科 

2013 現在：富山県済生会高岡病院 産婦人科 

 

２．診療科はどうやって選びましたか 

学生時代は産婦人科の講義がほとんど理解不能でした。その割に国家試験では点数配分が高い。尐し

でも産婦人科の知識をつけようと思っていた所に金沢大学で周生期医療専門医養成プログラムという

ものが開始しそれに参加し、よき指導者と友人に出会え、そのまま産婦人科の道を選びました。 

３．医師としてやりがいを感じるとき 

産婦人科は診療科の中でも生老病死のすべてを経験できる科です。特に生命の誕生はいつでも嬉しい

ものです。「おめでとうございます」→「ありがとうございます」というやりとりができることにいつ

も喜びを感じています。 

４．当院の良いところ 

小規模の病院ですが、他科の先生方への相談がしやすく、どんなときでも嫌な顔ひとつせずに対応し

て頂いています。またイオン高岡が徒歩３分のところにあり、暇があれば（もちろん勤務時間外！）ス

ターバックスに寄ったり、本屋、映画館にも行けますよ。全てにおいて良い病院ですね！ 

５．将来の目標 

現在は病院勤務するとともに、産科救急のコース

Advanced / Basic Life Support in Obstetrics

（ALSO/BLSO）の講師として全国各地を回っていま

す。自分自身のスキル向上はもちろんですが、他職種

の方々と協力し日本のお産を守ってゆく活動を今後

も続けていければと思っています。 

                       

 

 

Basic Life Support of Obstetrics (BLSO) プロバイダーコース in 奄美大島での写真 

（自分のイラスト） 

 

氏 名 ：飯塚 崇 

診療科 ：産婦人科 

出身大学：金沢大学 

卒業年 ：2008 年 

趣 味 ：マジック 

１． 医師を目指したきっかけは何ですか  

父が医者で、子供の頃はその仕事ぶり（私

が寝たあとに帰ってきて、私が起きる前に出

勤する）を見ていて、医者にだけはなるまい

と思っていました。でも、やはり影響はされ

ていたのでしょうね。はっきりとこれがきっ

かけだったというものはありませんが、同じ

道を選んでいました。 



３ 厚生連高岡病院 

当院の若手医師インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

１．診療科はどうやって選びましたか？ 

 初期研修中に出会った先輩方の影響で決めました。

急変対応・救急室での先輩方の姿がかっこよく、一緒

に仕事していきたい と考えたからです。 

２．当院の良いところ 

 医師数も比較的多めで診療科も充実して、それなの

に各科の垣根が比較的低くいろいろな科の先生方に

相談しやすいところです。また、呉西地区唯一の救命

救急センターであり、重症症例はすべて当院に集まっ

てくるため症例が多彩で豊富で、より多くの経験がで

きます。 

３．救急医療の魅力は何ですか？  

救急医療の現場は、ときに１分１秒の遅れが生死を分けるかもしれないシビアな現場です。目の前の患者

さんを助けるためには、自分の知識・技術だけでなくリーダーシップ・コミュニケーション能力など自分の

持てるすべてを生かしてチーム医療を実践していかなければなりません。非常に難しく大変だからこそ、や

りがいも大きいと思っています。また、当院救命救急センターの特徴として、麻酔集中治療科とほぼ一体と

なって救命救急センターの仕事をしています。そのため、手術室で麻酔をかけながら麻酔を通して全身管理

を学んだり、救急患者さん＆術後患者さんのＩＣＵ管理を経験することができます。救急室⇒手術室⇒ＩＣ

Ｕと来院からＩＣＵ退室までずっと継続的に診療することで、一部署だけでは見えないものが見えてくるよ

うな気がしています。 

４．将来の目標 

救急医療・災害医療のスペシャリストになることが目標で

す。病院内での連携だけでなく、病院外とのつながりも広げ

ていきたいと思っています。地元の高岡市周辺の救命士さん

たちとの連携はもちろん、ＪＰＴＥＣ・ＩＴＬＳなどの外傷

コース、ＭＣＬＳ・ＤＭＡＴ研修などを通じて、全国の救急

医療・災害医療関係者と顔の見える関係を作って連携して活

動していけるようになりたい と思っています。 

2005 
厚生連高岡病院 

初期臨床研修医１年目 

2006 
厚生連高岡病院 

初期臨床研修医２年目 

2007 
厚生連高岡病院 救命救急センター 

後期研修医 

2008 
厚生連高岡病院 救命救急センター 

後期研修医 

2009 武蔵野赤十字病院 救命救急センター 

2010 武蔵野赤十字病院 救命救急センター 

2011 
武蔵野赤十字病院 救命救急センター 

救急専門医取得 

2012 
武蔵野赤十字病院 救命救急センター 

厚生連高岡病院 救命救急センター 

氏名：伊藤 宏保 

診療科： 

救命救急センター 

出身大学：金沢大学 

卒業年：平成 17 年 

趣味 ：読書 



４ 金沢医科大学氷見市民病院 

当院の若手医師インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．医師を目指したきっかけは何ですか 

漫画ブラックジャックを読んで漠然と医師に憧れを持っていました。 

 

２．診療科はどうやって選びましたか 

  研修中に様々な科をローテイトし、一番楽しかったからです。 

  また、臨床診断から生検、手術、病理診断まで自己完結できる点に魅力を感じました。 

 

３．医師としてやりがいを感じるとき 

  外来、入院患者さんが良くなり“ありがとう”と感謝の声をかけていただく時です。 

 

４．当院の良いところ 

  アットホームな雰囲気で多くの専門医、指導医の先生方から指導を受けられる点です。 

 また、大学との繋がりもあるため症例検討会等への参加、臨床研修などもフォローして頂けます（大

学院への入学も可能です）。 

 

５．将来の目標 

  近い将来の目標は皮膚科専門医です。 

  また、サブスペシャリティーとして

皮膚外科の技術を高めていきたいと

考えています。 

2008 
杏林大学医学部卒業                  

金沢医科大学氷見市民病院初期臨床研修医 

2009   

2010 

金沢医科大学氷見市民病院初期臨床研修修了   

金沢医科大学氷見市民病院 

皮膚科（後期研修）医員 

2011   

2012 現在に至る 

氏名：島田 俊嗣 

診療科：皮膚科 

出身大学：杏林大学 

卒業年 ：平成 20 年 

趣味  ：スポーツ 



５ 市立砺波総合病院 

当院の若手医師インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．医師を目指したきっかけは何ですか 

幼少期、祖母や父の見舞いで病院によく通っ

ていました。私自身はっきりと覚えていません

が、私の両親によると、その頃から｢将来は医者

になる｣と公言していたそうです。 

 

２．診療科はどうやって選びましたか 

曾祖母が腎癌で亡くなったことや、身内が排尿疾患で苦労した経験もあり、学生の頃から泌尿器科に興

味を持っていました。学生時代の実習や初期研修期間中に、泌尿器科の現場を体験し、多種多様な疾患(癌、

感染症、結石、不妊など)を扱うこと、老若男女問わず幅広い患者層に対して診療を行うこと、診断から

治療まで一貫して行うこと(他科の先生に協力をお願いすることはもちろん多々ありますが)など、一生涯

を通じてやりがいのある診療科であると感じ、泌尿器科に決めました。 

 

３．医師としてやりがいを感じるとき 

  感じない時はありません。 

 

４．当院の良いところ 

救急外来をはじめとして、沢山の患者さんが当院に来

ること。すなわち、地域から信頼されている病院だと

思います。高齢者が多いという土地柄から、高齢者救

急の症例が他の地域と比べて沢山経験できると思われ

ます。ほぼ全ての診療科がそろっており、やさしい先

生ばかりなので困った時に相談しやすいこと。優秀で

やさしい看護師さん、検査技師さん、秘書さん、事務

さんなど、病院職員みなさんの雰囲気がよいこと。 

 

５．将来の目標 

個人的で具体的な近い将来の目標としては、腹腔鏡技術認定医をとること。 

   毎日の目標としては、昨日よりも少しでも良い医師かつ夫になること。 

2007 
神戸市立医療センター中央市民病院              

初期研修医 1年目 

2008 
神戸市立医療センター中央市民病院              

初期研修医 2年目 

2009 市立砺波総合病院 泌尿器科医員 

2010 
 

2011   

2012 現在まで至る 

    

氏名：上村 吉穂 

診療科：泌尿器科 

出身大学：金沢大学 

卒業年 ：2007 年 

趣味：スポーツ全般 

（ﾗﾝﾆﾝｸﾞ、ﾃﾆｽ、ｽｷｰ等） 



６ 南砺市民病院 

当院の若手医師インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．医師を目指したきっかけは何ですか 

小学生の頃、エチオピアの飢餓でガリガリに

痩せた子供たちのニュース映像を見て衝撃を

受け漠然と医師になりたいと思うようになり

ました。高校生の頃、国境なき医師団の活動を

知り興味を持ち、その思いは確かなものとなり

ました。 

２．診療科はどうやって選びましたか 

もともと内科を幅広く診れる医者になりた

いという思いがありましたが、何か武器

（subspeciality）も必要だと思ったところ、

内視鏡検査・処置など体を動かすことの多い

（＝体育会系的な）消化器内科を選択しました。 

３．医師としてやりがいを感じるとき 

例えば消化器内科的なことでは、総胆管結石による閉塞性黄疸＋胆管炎の患者さんが内視鏡的採石術に

より劇的に改善し元気に退院されていく姿を見るととても嬉しくなります。同様に、消化管出血でショッ

クで救急搬送された患者さんが緊急内視鏡的止血術にて一命を取り止めたり、十年前なら外科手術するし

かなかった早期胃癌の患者さんが ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）にて治癒切除できたりした時も非常に

満ち足りた気持ちになります。 

４．当院の良いところ 

病床数こそ 175床と小さな総合病院ですが、医師をはじめスタッフ

皆のモチベーションの高さは県内でも１,２を争うのではないでしょ

うか。特に「地域医療」に興味のある方にはうってつけの研修病院だ

と思います。現在 3人の初期研修医、2人の後期研修医がいます。 

５．将来の目標 

自治医大卒業の県の後輩たちが「義務年限が明けたらあの丸山のい

る南砺市民病院に就職したい！」と言ってもらえるように、生き生き

と富山県の地域医療に貢献していければなと思います。 

2004  
    

 富山県立中央病院 初期研修 

 
  

  

2005  
    

   

 
  

  

2006  
    

 あさひ総合病院 内科 

 
  

  

2007  
    

   

 
  

  

2008  
    

 公立南砺中央病院 内科 

 
  

  

2009  
    

 黒部市民病院 胃腸科 

 
  

  

2010  
    

 南砺市上平診療所 

 
  

  

2011  
    

 黒部市民病院 胃腸科・検診科 

 
  

  

2012  
    

 南砺市民病院 
        

  

氏名：丸山 仁 

診療科：内科（消化器） 

出身大学：自治医科大学 

卒業年 ：2004 年 

趣味  ：トレイルラン、

テニス、子育て 



  

 富山県内の３つの臨床研修病院では、初期

臨床研修中に海外で研修を受けることがで

きます。 

 実際に海外研修を受けた研修医の感想を

見ると、日本では珍しい症例や医療環境の違

いなど様々な刺激を受けたようです。 

 どの病院もホームページで研修医の感想

を公開していますので、将来海外での研修を

考えている方はもちろん、いろいろなことに

チャレンジしたいと考えている方は、ぜひご

覧ください。 

【研修先】中国 黒龍江省 ハルビン市 

     黒龍江省医院 

◎希望制、１週間程度の派遣研修、H24～ 

 

 

 

 

 

研修医の感想を病院ホ

ームページに掲載中！ 

海 外 研 修 紹 の 介 

市立砺波総合病院 

【研修先】アメリカ ジョージア州 メ―コン市 

     中央ジョージア医療センター等 

◎希望制、２週間程度、H17～ 

◎米国から指導医を招いて医療交流を実施 

米国指導医の主な滞在日程（概ね 2 週間、年間 3 名程度） 

早朝レクチャー 週 2 日 

症例検討会     毎日午前中 

院内講演会     1 日 

院外講演会（富山大学） 1 日 

 

黒部市民病院 

【研修先】アメリカ ノースカロライナ州 

     ダーラム市 デューク大学 

◎２年次、２週間程度、H19～ 

◎米国から教授を招いて講演を実施（2010 年） 

デューク大学ワシントン・デューク像 

 

病院ホームページに「研修医の声」 

掲載中！ 

富山市立富山市民病院 



  

 富山県の臨床研修病院が、5 月 6 日（月）に開催される「東海北陸地区 臨床研修病院

合同説明会」に出展します！ 

学年を問わずご参加いただけますので、来年度 6 年生となる方から合同説明会に興味を

お持ちの低学年の方まで、たくさんの方のご来場をお待ちしております。 

    平成 25 年 5 月 6 日（月） 

    10：00～16：00 

     ポートメッセなごや 

     愛知県名古屋市港区金城ふ頭２－２ 

     無料 

     ◎富山県立中央病院 

     ◎富山市立富山市民病院 

     ◎富山大学附属病院 

◎済生会高岡病院 

     ◎南砺市民病院 

会場ではスタンプラリーが実施されます。シール

を８枚集めると、各県の特産物がもらえます！ 

 ぜひ富山県の特産物をゲットしてください☆ 

 （特産物の内容は当日まで秘密です） 

合 同 説 明 出 会 展 

日  時 

 医学生の皆さんに「富山県医学生だより」とい

うメールマガジンをお送りしています！ 

富山県が主催するイベントはもちろん、富山大

学附属病院からのお知らせや県内病院の最新情

報なども配信中です。 

 最新情報をお届けしていますので、未登録の方

は、ぜひご登録ください！！ 

 ご希望の方は下記までご連絡ください。 

doctor-t@esp.pref.toyama.lg.jp 

 

 臨床研修医情報サイト「e-resident」に富山

県のページを掲載しています！ 

知事からのメッセージや富山県が主催する最

新イベントのご案内、各臨床研修病院の紹介な

ど、皆さんのお役に立つ情報をたくさん載せて

います。病院長や研修医のインタビューを掲載

しています！ぜひ、ご覧ください！ 

場  所 

出展病院 

参 加 費 
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