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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

情報提供

病院見学・受験奨励

4月

【対象】
前期コース（1～4年生）、後期コース（5，6年生）

県内病院を見学・受験する際
の旅費の一部を支給します。

Facebook

6月

新入研修医
オリエンテーション

※詳細は富山県のホームページでご確認ください。
【対象】
県内の初期研修医

＜支給額＞

臨床研修病院
紹介パンフレット発行

初期研修医向け
イベント

富山県修学資金貸与生募集

【対象】
県外大学の方

5月

県内イベント

県外イベント

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

富山県の医療情勢の説明や
救急・周産期をテーマとした指
導医の講演、研修医同士の交
流会を開催します。

東海北陸地区臨床
研修病院合同説明会
5月6日（水）
ポートメッセなごや
県内４病院が参加予定！

レジデントカフェ
＜支給条件＞
２病院以上の見学・受験

【対象】
富山大学、金沢大学、金沢医科大学に在学中の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！
県内は富山大学構内で、石川県では金沢大学構内、金沢医科大学周辺
会場で開催します☆

7月

スキルアップセミナー
（救急特別編）

レジナビフェア（大阪）
7月5日（日）
インテックス大阪
県内２病院が参加予定！

レジナビフェア（東京）
7月19日（日）
東京ビッグサイト
県内５病院が参加予定！

8月

【対象】
県内臨床研修病院の初期研修医、県内外大学1～6年生
海外からも講師を招き、救急分野のスキルアップを目指
したセミナーを開催します！
今夏から富山県で運航を開始するドクターヘリも実際に
見ることができます！

臨床研修病院見学会
【対象】
県内外大学1～6年生

県内でのイベントにもどんどん参加してね！
県外学生への旅費助成も行っています☆

県内病院の見学、先輩医師
との懇談会を行います。
全７コース実施！県内の臨
床研修病院を全て回ることが
できます！

スキルアップセミナー
（年３～４回）
【対象】
県内の初期研修医、医学生
著名な医師による講演会や
技術指導会を年3～4回開催
します。
初期研修医や医学生のみ
なさんの「学びたい！」をお手
伝いします。

臨床研修病院合宿
【対象】
県内外大学1～6年生
県内病院での１泊２日の
合宿型見学会を開催しま
す☆
見学内容などは参加者
のみなさんの希望に合わ
せたオーダーメイドです！

9月
10月

マ ッ チ ン グ

11月
12月
1月
2月
3月
富山県臨床研修病院
合同説明会
各臨床研修病院がブース形
式で説明会を行います。
県内の各臨床研修病院が一
堂に会する貴重な機会です！
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私がリポートします！
職名：内科医師

高岡市民
病院
見どころベスト１

氏名：大江 真史
一言：症例数が豊富で、熱心な
先生が多い本院でぜひ
研修して下さい！
本院は二次救急当番病院で、高岡医療圏の３
分の１以上の救急車を受け入れています。
また、災害拠点病院としてヘリポートを設置
し、DMAT も 2 隊あります。
当番日はだいたい 3 日に 1 回のペースで、
様々な症状の患者さんが来ます。救急搬送だ
けでなく、ウォークインの患者さんも研修医
が first touch を行いますので、スキルアップ
できること間違いなし！

見どころベスト２

高岡市の姉妹都市であるフォートウェーン市
のパークビュー病院との医療交流を実施して
います。
アメリカの最先端の医療体制を肌で感じる機
会があります！
写真

見どころベスト３

内科、外科をはじめ、22 診療科に指導医が
おり、全専門分野にわたって研修ができます。
糖尿病・高血圧外来、甲状腺外来、禁煙外来、
乳腺外来、女性専門外来など、特色のある各
種専門外来もあります。
平成 26 年 10 月からは総合診療外来もスタ
ートしました！
✿・・高岡市民病院からのお知らせ・・✿
病院見学随時受付中！興味をお持ちの診療科の日常を体験していただくだけでなく、研修プログラ
ムの説明や、本院に在籍する若手医師にざっくばらんな質問・相談をしていただく時間もございます。
まずはメールにて気軽にお問い合わせください☆
E-mail:hospitaljim@city.takaoka.lg.jp URL: http://www.med-takaoka.jp/clinical-training/
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私がリポートします！
職名：医療局長、臨床研修部長

富山県済生会

氏名：松井 一裕

高岡病院

一言：来年度は複数の初期臨床研修医
を迎えて、「一期一会」の気持
ちで職員一同頑張ります。

見どころベスト１
・８階から眺める景色は最高です。
当院の周りには北陸新幹線の新高岡
駅や二上山、さらには新湊大橋も展
望することができます。また、天気
のいい日には立山連峰も綺麗に見る
ことができます。ぜひ一度見に来て
ください、本当にいいですよ。

見どころベスト２
・当院の臨床研修医室で
す。研修医室は 8 階にあ
り、必要なものは全て完
備してあります。このよ
うな部屋が 2 部屋あり
ます。非常にうらやまし
い部屋です。

見どころベスト３

・こちらは食堂です。とても美
味しくて患者さん及び職員が
頻繁に利用しています。価格も
リーズナブルですので是非こ
こで食べて頂きたいですね。

✿・・済生会高岡病院からのお知らせ・・✿
済生会高岡病院は病院見学を随時受付中です！
詳しくは、当院ホームページトップの「臨床研修募集案内」のアイコンをクリックもしくは
担当者（荒木）メールアドレス（ araki.hirokazu@takaoka-saiseikai.jp ）までお問い合わせ
ください。
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私がリポートします！
職名：臨床研修医（１年目）

厚生連
高岡病院

氏名：福田 隆文
一言：まずは気軽に病院見学に
来てみてください！

見どころベスト１

当院は呉西地区の 3 次救急を担っていま
す。救命救急センターが昨年 5 月にリニュ
ーアルされました！
重症処置室(下の写真)には手術を行えるほ
どの器材が揃えられています。
当直の研修医は救急科のドクターと共に
患者を診察します。

見どころベスト２
昨年 9 月にオープンし
たばかりの ECU です。
入院となった救急患者
のなかでも全身管理を
必要とする方が入りま
す。

見どころベスト３
研修医室です。見どころ…？むしろ見せ
られないものがあるかも笑 電子レンジ、
冷蔵庫、ポットは自由に使えます。
研修医はここでご飯を食べたり、雑談し
たり、たまに勉強しています。
女性研修医にはもっと広いデスクと大き
な本棚が用意されています。
✿・・厚生連高岡病院からのお知らせ・・✿
病院見学随時受付中！・・HP トップページ中段右の「研修医・医学生」のアイコンをクリックすると、
次ページ下段の「病院見学のお申し込み」に申込様式があります
URL:http://www.kouseiren-ta.or.jp/
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E-mail: tasoumu@kouseiren-ta.or.jp

私がリポートします！
職名：臨床研修医（１年目）

金沢医科大学

氏名：髙木 汐莉

氷見市民病院

一言：ぜひ一度見学に来てください。

病院名の通り、市中病院でありながらも
大学病院との関連が大いにあり、希望に
応じて金沢医科大学病院で研修を行う
ことが出来ます。私は、救急医療を学び
に大学病院へ行ってきました。

見どころベスト１

受入態勢もきちんと整っており大学の
研修医や先生方はアットホームに迎え
入れてくれます。
市中病院は少人数なので、大学病院へ足
を運び多くの先生との繋がりを持つこ
とは、将来に繋がります。

見どころベスト２
研修医が少人数であ
り、上級医の先生方か
らマンツーマンでご指
導頂けます。
また、多くの手技をさ
せて頂けることも研修
医にとっては嬉しいこ
とです。

見どころベスト３
臨床研修棟は新築で、私たちの自学習
する研修医室はとても清潔感があり、
広々としています。
研修医には 1 人ずつブースが設けられ
ています。同室に電子カルテが設置さ
れているので、受け持ちの患者さんに
関する疑問を、カルテを見ながら気軽
に研修医同士で相談できます。
また、研修医室を出ると指導医の先生
方の部屋が並んでおりすぐに相談、ご
指導頂ける環境にあります。
✿・・金沢医科大学氷見市民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-mail:takao-t@kanazawa-med.ac.jp URL:http:// www.kanazawa-med.ac.jp/~himi/
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私がリポートします！

市立砺波
総合病院

職名：初期研修医（１年目）
氏名：木下 史也
一言：毎日充実しています♪
病院見学お待ちしております！

見どころベスト１

砺波市、南砺市、小矢部市を含む砺波医療
圏の中核病院で、１次から３次救急までを担
っています。砺波医療圏には他に大きな病院
が無いため、救急に限らず疾患に偏りなく幅
広い症例を経験出来ます。
また、この辺りは非常に温かい人柄の地域
性で、そんな患者さんやコメディカルに支え
られ日々働いています。

各科の先生が担当する
ER レクチャーでは、救急の

見どころベスト２

現場で遭遇する各科の緊急
疾患や初期対応を学びま
す。
自信を持って診療できる
疾患が増えることを日々実
感しています。

見どころベスト３

当院のヘリポートにて

千葉北総病院

ドラマのコードブルー
の撮影病院である千葉北
総病院と提携しており、
救急の最前線へ修行に行
けます。
当院にもヘリポートが
あり、時々ヘリでの搬送
も経験出来ます。

✿・・市立砺波総合病院からのお知らせ・・✿
病院見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、病院ホームページトップの「臨床研修プログラム」のアイコンをクリック
ＵＲＬ：http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/
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私がリポートします！
職名：初期研修医（２年目）

南砺市民
病院

氏名：三好 俊太郎
一言：ぜひ一度見学に来て、
雰囲気を感じて下さい！

見どころベスト１

まず１つめは「充実した地域医療研修」
高齢化の進んだ南砺市で求められている
医療を体験することで、先の社会で必要と
される医師の能力を磨くことができます。
診療所や訪問看護ステーションでの研修
の他、地域での健康講座にも参加します。

見どころベスト２
心肺蘇生法を実演！

２つめは「多職種連携によるチーム医
療」
患者さんの自宅へ帰りたい！という
思いを最大限尊重するために、様々な
職種が協力して取り組んでいます。

見どころベスト３
３つめは「親しみやすい指導医」
規模の比較的小さな病院なので、指導医の
先生方とのコミュニケーションが取りやすく、
質問にも気軽に応じてもらえます。
✿・・南砺市民病院からのお知らせ・・✿
病院見学・実習の申込みを随時お受けしています。地域医療に関心のある方はぜひお越し下さい！
E-mail:shiminhp@city.nanto.lg.jp

URL: http://shiminhp.city.nanto.toyama.jp
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春休みは富山県内の病院へ♪
見学費用助成のお知らせ
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来られる医学生の方に旅
費の一部を支給しています。春休みを利用して、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、年 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

祝！
北陸新幹線開業☆

【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

Facebook 随時更新中!!
いいね！待ってます…
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！

「富山県臨床研修病院連絡協議会」で検索！
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全国各地の病院説明会に出展します！

東海北陸地区臨床研修病院合同説明会
★日時★ 平成２７年５月６日（水・祝）
★場所★

見に来て
ちょーがゃあ!

ポートメッセなごや
愛知県名古屋市港区金城ふ頭２－２

★富山県の出展病院★
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

見に来てな～♪

レジナビフェア大阪
★日時★ 平成２７年７月５日（日）
★場所★ インテックス大阪
大阪府大阪市住之江区南港北１－５－１０２
★富山県の出展病院★
黒部市民病院 ・ 富山市立富山市民病院

レジナビフェア東京

見に来て
くださいね♡

★日時★ 平成２７年７月１９日（日）
★場所★ 東京ビッグサイト
東京都江東区有明３－１１－１
★富山県の出展病院★
黒部市民病院
・ 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
高岡市民病院
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祝 2015年3月14日

北陸新幹線 富山へ
東京↔富山

2時間8分

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

