


地域医療連携
石川県小児医療ネットワーク事業

最先端から地域医療までを
カバーする小児科専門医を育成。

TV 会議システムで症例検討会

　その前提に立って4 つのグループで今、ローテートしています。
一般小児科医療から新生児医療、救急医療などを普遍的に体験
できる A 群（石川県立中央病院、金沢医療センター、富山県立
中央病院、福井県立病院）。医王病院や富山病院など重症心身
障害児医療を行うB 群。C 群は当院が関与し、若い先生に手取
り足取り、マンツーマンで指導しやすい、小児科医 4 人の病院。
D 群が、へき地医療や地域に密着した医療が展開できる病院です。
最先端医療から地域医療まで幅広く研修できるプログラムは、石
川県ならではだと思います。現実的には、医師の派遣という大事
な役割があります。その問題と向き合いながら研修プログラムも受
けられるように、うまく両立できることをめざしています。
　派遣先の先生方を支える仕組みとして、輪島や珠洲については
七尾の公立能登総合病院を中継地にしたネットワークを構築して
います。加えて、金大病院 CPD センターのTV 会議システムを使っ
た症例検討会なども有効活用しています。当院や能登総合病院の
指導医が、輪島や珠洲など遠隔地にいる先生方と直接やりとりが
できて、とても利便性が高い。一人医長の先生から小児科医 4 人
の病院まで一同に参加できるのが最大のメリット。遠隔地の先生と
メールでの相談や、参考文献などを送ったりと情報交換が活発に
なっています。とくに鮮明な画像がやりとりできるので、同じ症例に
ついてリアルタイムにディスカッションでき、今後、近隣の病院と連
携した症例提示も可能だと思っています。

専門医制度が変わる！
　金沢大学附属病院小児科では今、地域の中核病院や能登北部
医療圏の病院に医師を派遣しながら、専門医を取得するローテー
トを実施しています。背景には、2017 年度から「専門医制度」が
大きく変わることがあります。対象になるのは、小児科や内科、外科、
放射線科など基幹 19 学会の専門医制度。日本の専門医制度は、
これまで各学会が主導で研修施設を認定し、専門医の資格試験
を行い、合格したら専門医に認定する仕組みでした。
　しかし学会にも大小さまざまあり、専門医の質が必ずしも担保
されないなどから改善策が検討されてきました。結果、独立した
第三者機関である一般社団法人日本専門医機構がすべての専門
医を認定することになり、2017 年度から実施されます。新専門医
制度は、2 年間の初期研修を終えた医師は、小児科や総合内科、
外科、産婦人科など19 の基本領域から1つを選んで 3 年（以上）
間の研修を受け、日本専門医機構が実施する試験を受けて合格
すれば専門医になれます。希望者は、さらに循環器や呼吸器、消
化器病など 20 から選んだサブスペシャリティの専門医をとることが
できます。研修期間はいずれも 3 年（以上）。
　その際の研修は、日本専門医機構が認定した研修プログラムを
もっている研修施設で受けることが義務づけられます。ポイントは、
日本専門医機構が認定する研修プログラムを中心に研修施設を
選ぶこと。研修プログラムの中核となる病院は最終決定していませ
んが、大学病院や子ども病院など全国で 100 施設とされています。
　石川県では金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、県立中
央病院などが予想されています。研修プログラムは、北陸と東京な
ど都会では医療事情が違うことから内容は異なると考えられます。
当院では、小児の専門医として満遍なく身につけるべき臨床経験
と教育、研究を含めた研修を経験できるプログラム内容にしていま
す。大学附属病院では、高度先進医療や重症の精神疾患などは
体験できますが、新生児医療や救急医療は県立中央病院の方が
より体験できるなど、それぞれ得意分野があります。お互いの強み
を活かしトータルとしての研修プログラムに仕上げてあります。

金沢大学附属病院
小児科教授

谷内江 昭宏



CPDセンターにおける
症例検討会
　平成 26 年 5 月23日19 時～　金大病院 CPDセンターにお
いて公開症例検討会が行われました。今年度より珠洲市総合病
院、市立輪島病院、公立能登総合病院、小松市民病院、加
賀市民病院の 5 病院でもTV 会議システムを使い参加できるよう
になり、今回は「膿胸腔の多房化により胸腔鏡下手術を要した
難治性膿胸の一例」の症例が検討されました。
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厚生労働省は、平成２０年度から、病院勤務医の過重労働を解消する観点から、助産師を活用することとし、
院内助産及び助産外来の開設を推進しています。助産師が主体となって妊産婦健診や分娩を行う院内助産
システムなどの活用は、妊産婦の利便性の向上や多様な選択肢の提供につながるとともに、産科医と助産師
の役割分担が進み産科医の負担軽減が図られるため、本県としてもその普及に取り組んでいます。

● 事業の背景・目的 県内の産科医師の減少・高齢化に伴い、安全・安心で快適な出産の場である分
娩施設が減少しているため、助産師が医師と協働して、妊娠や分娩の経過を観察し、
助産ケアを提供する「助産外来」「院内助産」の体制を整備することが大切であり、
助産師等への研修を通じて、院内助産システムの普及に努めます。

● 概要
　　
● 効果　　
● 委託先

１. 助産師の資質向上研修：助産外来のスキル研修、正常と異常分娩について　等
２. 先駆的に実施している病院での見学研修
助産師の資質向上と助産外来・院内助産の充実による妊産婦の安心
公益社団法人石川県看護協会

（平成 25 年度医療対策課調べ）

知識・技術
の習得

体制の整備

設備の整備

・妊婦健診の知識
・妊娠期の経過観察技術
　（超音波の操作技術等）

助産外来 院内助産

・助産外来（平日、日勤）
　を担当する助産師の確保
・医師との連携

・診察ベッド
・超音波装置
・妊婦指導用胎児模型  等

・分娩介助技術
・産痛緩和法
・新生児の観察・異常の早期発見技術

・365日24 時間正常分娩に
　対応できる体制の構築
　①分娩に専従できる助産師を常時配置
　②分娩があった場合に他病棟から応援

・自然分娩施設（畳・フローリングﾞ） （⇔分娩台）
・リラックスできる椅子・ソファー　   （⇔ベッド）

≪ 背　景 ≫

≪ 課題と対応策 ≫

≪ 県の取組 ≫

≪院内助産システムを導入している医療機関 ≫

課　題 対　応　策 

石川県

委託契約

院内助産システム普及研修
検討委員会の開催

①開設に必要な
資質向上研修

②先駆的施設の
見学研修

研修内容・講師の選定等事業実施計画
実績報告

事業費

県看護協会

病院 公立能登
総合病院

石川県立
中央病院

金沢医療
センター

金沢聖霊
総合病院

恵寿
総合病院 荒木病院 佐川

クリニック
市立

輪島病院
珠洲市

総合病院 計

助産外来 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

院内助産 ○ ○ 2



金沢大学医学類特別枠で入学した医学生 45 名
の交流会が、8 月 19 日金沢市の KKR ホテル

で開催されました。この交流会は今回で２回目となり、
本県の医療を担っていく医学生のモチベーションの向
上と、学生同士の交流を目的として開かれています。
　第１部では、谷本知事の「高い志を持ち続け勉学
に励んで欲しい」という激励の挨拶に始まり、参加し
た医学生が学年ごとに壇上に上がり、一人ずつ自己
紹介や近況報告を行うなど終始和やかな雰囲気です
すめられました。
　第 2 部では、市立輪島病院と珠洲市総合病院で
勤務していた先輩医師 2 名が講演し、日頃の診療や
仕事の様子が語られ、医学生たちは真剣な表情で聞
き入っていました。また、休日等の生活の様子も写真
で紹介され、能登の魅力も伝えられました。
　今年度はこの特別枠から初の医師国家試験の受
験があり、谷本知事はじめ関係者から「合格」への期
待を込めたエールが送られました。

金沢大学医学類特別枠交流会

知事、多久和医学類長、山下特任教授と円陣を組む学生

金沢大学附属病院小児科 伊川 泰広 先生 金沢大学附属病院旧第２外科 廣瀬 淳史 先生



1 2高齢者等が日頃から受診する診療所の主治医等
が、適切な認知症診断を行うための知識や技術
を習得し、また、認知症のある方やその家族から
の相談を受け、適切なアドバイスができるようにな
ることを目的とします。

（90分） （120分） （120分）

1回目 2回目
（本会場又はサテライト会場） （多職種が参加するGW） （多職種が参加するGW）

県 単 位 で 実 施 郡 市 医 師 会 単 位 で 実 施

● 講　義 ● ●地域事例検討会● ●地域事例検討会●

修了証書
の交付

修了証書
の交付

事例検討会を通じて、かかりつけ医、看護師、介護支援
専門員など様 な々職種が連携していくための方法や多職種
の支援の考え方を学ぶと共に、地域で認知症のある方を支
えていくための医療・介護関係者間の顔の見える関係づく
りを行うことを目的とします。

概　要

医師以外の職種

医　師

石川県かかりつけ医等
認知症対応力向上研修会

●実施主体　 石川県
●協　　力　 石川県医師会・郡市医師会（在宅医療連携グループ）
　　　　　　 日本精神科病院協会石川県支部・石川県介護支援専門員協会
●講　　師　 認知症疾患医療センター医師、県内精神科病院医師、認知症サポート医等
●カリキュラム　「座 学」(90分程度)…認知症の知識や技術を習得するための医師向けの講義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県単位で年度内に２回程度実施（本会場及びサテライト会場にて受講可）
　　　　　　　　「地域事例検討会」(120分程度)…地域の医師以外の多職種も参加する実際の事例を用いたグループワーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各郡市医師会単位で年度内に２回程度実施
●研修修了者（修了証書交付対象）
　医　　師…年度内に開催する『座学』（１回）・『地域事例検討会』（２回）を受講した方
　医師以外…年度内に開催する『地域事例検討会』（２回）を受講した方
　※「座学」は医師以外も受講できます。

【研 修 体 系】

【目　　的】
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　平成 26 年 8 月25日　「認知症対応力向上研
修」の第 1 回座学が開かれ、本会場とテレビ会
議システムで結んだサテライト会場 3 か所が設け
られました。本会場、サテライト会場合わせて定
員を上回る300 名程の参加となりました。本会場
では、近藤邦夫 県医師会長の挨拶で始まり、「平
成 26 年度　石川県認知症在宅療養支援事業」
のアウトラインの説明が佐原博之 県医師会理事よ
り行われ、続いて3 名の講師による講演が行わ
れました。

● 日　時
● 場　所

● 内　容

平成26年8月25日（月） 19:00～20:30
本　会　場　 　 　県医師会館 4階「研修室」
サテライト会場1　小松市民病院 南館4階「第4研修室」
サテライト会場2　公立能登総合病院 3階「第3会議室」
サテライト会場3　公立穴水総合病院 透析センター2階「講堂」

【講義1】　「認知症薬物治療の考え方
　　　　　　特に認知症治療薬の使用方法について」
　　　　　講師　県立高松病院　院長　北村　立 先生

【講義２】　「認知症のBPSDに対する治療法」
　　　　　講師　岡部病院　理事長　前田 義樹 先生

【講義３】　「高齢者の睡眠障害に対する治療法」
　　　　　講師　金沢大学附属病院　助教　金田 礼三 先生

佐原 博之 氏
石川県医師会理事

近藤 邦夫 氏
石川県医師会会長

北村　立 先生
県立高松病院 院長

前田 義樹 先生
岡部病院 理事長

金田 礼三 先生
金沢大学附属病院 助教



石川県内の
臨床研修病院のご紹介

金沢医科大学病院

国立病院機構
金沢医療センター

金沢大学附属病院

〒 920-0293  河北郡内灘町大学 1-1
http://www.kanazawa-med.ac.jp

〒 920-8650  金沢市下石引町 1-1
http://www.kanazawa-hosp.jp

〒 920-8641  金沢市宝町 13-1
http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

メッセージ

メッセージ

メッセージ

今年 4 月から研修医として金沢医科大学病院で働き始めました。地域に密着した医療
を学びたいと思いこの病院を選びました。現在は内科を中心に研修しており、初めは
指導医の先生に付き、病院の業務を覚え、その中で手技も積極的にやらせてくれるの
で充実感もあります。今年は同期の研修医も多く、研修の相談や情報交換もでき、活
気にあふれています。（初期臨床研修医 1 年目　藤澤 麗子）

金沢医科大学病院での研修を通して日々 学ぶことが多く、地域密着型医療を提供して
いると感じる。生活習慣病から、稀な疾患を老若男女問わず診察できる病院であり、
また患者一人一人が安心して医療を受けるために医師、看護師、その他のコメディカ
ルスタッフが一丸となって、チーム金沢医科大という精神をもって日々 診療にあたってい
る。多くの症例を通して経験を積みこれから良医として活躍できるよう精進していきたい。

（初期臨床研修医 1 年目　望月 翔太）

『兼六園』に隣接した当院は、国立病院機構の高度総合医療施設ならびに、地域
がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、地域周産期母子医療センターとして様々
な疾患や病態を総合的に経験できる、基幹型及び協力型の臨床研修指定病院です。
毎月開催される研修医集会および臨床研修委員会にて、きめ細かな臨床指導を行っ
ています。（教育研修部長　太田 和秀）

当院は、金沢市中心部にある584 床の総合病院です。県下有数の救急搬送を誇り、
典型的な疾患から稀な疾患まで幅広い症例を経験することができます。また研修科や
当直など、自由度の高いプログラムを組むことが出来ることもメリットの一つです。上級
医やコメディカルの雰囲気が良く、切磋琢磨できる環境が揃っています。

（初期研修医１年目（基幹型）　村田 瑠璃子）

当院の最大の魅力は強固な指導力にあると思います。経験豊富な指導医と深く関わり
合うことで医療の本質を学べるプログラムになっています。何かと不安が多い初期臨床
研修ですが、同僚が多い、指導が熱心という環境は心の支えになると思います。大学
病院で幅広い医療の現場を体験し、将来の自分についてじっくり考えてください。

（卒後臨床研修センター　助教　北原 征明）

初期臨床研修は、自分の将来の医師像を模索しながら、医師としての基礎力をつけ
る大事な時期です。当院では研修医自身が多様なプログラムを用意して、研修医のニー
ズに柔軟な対応が可能となっています。また多くの指導医と様 な々症例を経験し、とも
にディスカッションすることで、「考える力」を育てることができます。

（卒後臨床研修センター　助教　米谷 充弘）

TEL (076)286-3511　FAX (076)218-8244
kensyu-j@kanazawa-med.ac.jp

TEL (076)203-4502　FAX (076)222-2758
kenshu@kinbyou.hosp.go.jp

TEL (076)265-2058　FAX (076)234-4326
h-soum20@adm.kanazawa-u.ac.jp

担当：臨床研修センター

担当：管理課臨床研修担当

担当：卒業臨床研修センター



石川県立中央病院

浅ノ川総合病院

金沢市立病院

〒 920-8530  金沢市鞍月東 2-1
http://www.pref.ishikawa.jp/ipch

〒 920-8621  金沢市小坂町中 83
http://www.asanogawa-gh.or.jp

〒 921-8105  金沢市平和町 3-7-3
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/
byouin/index.jsp

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

メッセージ

メッセージ

メッセージ

当院は石川県における中心的医療機関として、一般の医療機関では対応困難な循環
器医療、小児医療、がん医療及び救急医療を４本柱として高度先進的医療の充実
を図っています。また、様 な々患者さんが来院されるため、プライマリ・ケアにも幅広く
触れることができ、研修医の皆さんが当院の医師としての第一歩を踏み出し、実り多
い研修医生活を送られるよう指導を行っています。（診療部長　岡田 俊英）

当院での研修は豊富な症例数と指導医がいることにより、臨床を始めるにあたって最
適な環境です。研修医も程よい人数で、時には辛い研修医生活を励まし合いながら送
ることができます。また研修医は救急当直に入り、walk-in 患者を責任もって診るという
貴重な経験を積むことができ、その後の臨床医としての基礎を築くのに最適な病院です。

（初期臨床研修医２年目　﨑村 祐介）

当院は金沢市北部に位置し、機能の異なる５つの病院と１つの老人保健施設を運営
する「医療法人社団　浅ノ川」の基幹病院として、総合的急性期医療を担当してい
ます。石川県内の両大学に近く緊密な関係を保ちつつ、当院プログラムではグループ
内の金沢循環器病院での研修や、金沢医科大学病院全科の研修が選択可能なプロ
グラムとなっています。（臨床研修センター長　中澤 哲也）

当院での研修で強く感じていることは、研修医の意見をしっかりと聞いてくれることです。
診療科・医師同士の垣根がなく、指導医以外でも気軽に相談に乗って頂ける環境に
あります。空き時間には、研修診療科以外の他科においても、手術に同行し、カテー
テルや外科手技の見学・実践なども可能です。興味のある方は是非見学に来てくださ
い！！（初期臨床研修医２年目　福井 信）

当院臨床研修の特徴は①コンパクトホスピタル：適度なサイズの病院であり、医療スタッ
フとの円滑なコミュニケーションを通し効率的な研修が達成できます。②地域から海外
まで：当院、協力病院、仏・Nancy 大学病院での研修を通し、医師としての価値観
を育みます。③フレキシブルな研修：柔軟に２年間の臨床研修を組み立てていきます。
これらを通した「よき臨床医の養成」をテーマにしています。

（プログラム責任者　辻 宏和）

当院の研修は自由度が広く、他科やコメディカルとの垣根も低いことから、興味をもった
様 な々症例や手技に関して研鑽を積む事が可能です。また少人数であるため、指導
医の先生方からマンツーマンによる丁寧で熱心な指導を受けることができます。ぜひ一
度見学に来ていただいて、有意義な研修生活を送ってください。（中瀬 啓介）

TEL (076)238-7854　FAX (076)238-5366
syokuin@ipch.jp

TEL (076)252-2101　FAX (076)252-2102
info@asanogawa-gh.or.jp

TEL (076)245-2600　FAX (076)245-2690
byouin@city.kanazawa.lg.jp

担当：総務課

担当：臨床研修担当

担当：事務局

城北病院
〒 920-8616  金沢市京町 20-3
http://jouhoku-hosp.com/

問い合わせ先

メッセージ

3 人の息子の母であり主婦である小児科医です。当直免除など仕事と家庭が両立できるような配
慮をもらい、充実した毎日を送っています。研修指導の場は外来が中心ですが、母としての視
点を生かし、母子両方の立場に立って最善を考えられるよう、厳しくも温かい指導を行っています。

（指導医　三上 真理子）

初期研修の 2 年間を『主治医』として患者を診る力をつけることを何よりも大切にしています。疾
病の管理はもちろん、社会的背景も含め診ることを繰り返すなかで、『主治医力』や『責任感』
を身につけられるよう、多くの指導医が見守りながら指導を行っています。（指導医　牧田 智絵）

現場での知識・技術の習得に留まらず、患者さん一人一人の受診動機はもちろん、社会背景、
人生まで向き合うことの重要性、醍醐味を感じています。そこにこだわって研修できることが、城
北病院での研修の最大の魅力です。（初期臨床研修医 2 年目　横山 加奈子）TEL (076)251-6111　FAX (076)252-5881

ishikensyu@jouhoku.jp

担当：臨床研修担当

医療法人社団浅ノ川
浅ノ川総合病院
イメージキャラクター



公立能登総合病院

恵寿総合病院

〒 926-0816  七尾市藤橋町ア部 6-4
http://www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp

〒 926-8605  七尾市富岡町 94
http://www.keiju.co.jp

問い合わせ先

問い合わせ先

TEL (0767)52-8749　FAX (0767)52-9225
syomu@noto-hospital.jp

TEL (0767)52-3211　FAX (0767)52-3218
kenshu@keiju.co.jp

担当：総務課 総務グループ

担当：臨床研修センター事務局

金沢赤十字病院

地域医療機構
金沢病院

〒 921-8162 金沢市三馬２丁目２５１番地
http://www.kanazawa-rc-hosp.jp/

〒 920-8610 金沢市沖町ハー 15
http://kanazawa.jcho.go.jp

問い合わせ先

問い合わせ先

TEL (076)242-9839　FAX (076)243-7552
krch@kanazawa-rc-hosp.jp

TEL  (076)252-2200　FAX (076)253-5074
main@kanazawa.jcho.go.jp

担当：企画課

担当：庶務課

メッセージ

メッセージ

メッセージ

当院では、担当指導医を固定して面倒見良い研修を行います。「ポートフォリオ発表会」
などを通して、自分の仕事を自己評価し、また多職種からの評価も得て、自分で考え、
自ら成長し続ける医師を育成します。当院の特徴として、職員間で顔の見えるアットホー
ムな雰囲気があり、また研修医の人数が多くない分、多くの経験ができます。当院で
研修を受けていただけることを心待ちにしています。

（プログラム責任者　第三内科部長　久田 幸正）

金沢赤十字病院では幅広い症例を自分のペースで体験することができます。小規模の
病院でありますが、診療科や部門間の垣根が低く、私も日々 さまざまな科・職種の方
に相談をしています。プライベートの時間も確保でき、家事や趣味に勤しむことができます。
一つ一つの症例を、余裕をもって勉強したい方にお勧めです。

（初期臨床研修医１年目　石井 修太郎）

日本赤十字社公式
マスコットキャラクター

当院は病床数 434 床、医師数約 60 名の、地方の中規模病院です。その分、都市
部の大病院に比べ、職員間の連携が取りやすく、また比較的ゆとりのある研修生活が
送れます。プログラムをより充実させるよう、私たち指導医も日々 模索しています。自然に
恵まれ環境の良い能登の地で、実りある研修ができるように、病院全体で支援していき
ます。（臨床研修センター長　守友 仁志）

当院の初期研修の特徴は、研修医一人ひとりの要望、個性に合わせて研修が行える
ところです。急性期から慢性期、プライマリ・ケアはもちろん、一年目から希望する科も
まわれます。個性を伸ばしてくれる、個性豊かな指導医に満ち溢れている当院へ、まず
は見学に来てください！ あなたの疑問にすべて答えます。

（初期臨床研修医２年目　中田 貴裕）

日常的に頻度が高く幅広い領域の疾病等に対して、適切な対応を行う総合診療医の
育成を目的としております。横の繋がりも密で、他科へのコンサルトや多職種と連携し
た包括的なサービス計画立案など、入院から退院まで医学的、社会的な背景も考慮
した包括的マネジメントを行うことのできる研修を目指しております。

（指導医　山秋 直人）

金沢病院はプライマリ・ケア、とりわけ糖尿病教育に力を入れています。治療に際して
は患者の社会背景が考慮されます。当院では患者さんに対して、また医療スタッフに
ついても、人間的繋がりを感じることができました。学生感覚で外から眺めている「医学」
から、自ら身を投じる「医療」へ。視野を広げる第一歩として、優れた環境です。

（初期臨床研修医１年目　東郷 泰平）

メッセージ

〜家族みんなの医療センターのプライマリ・ケア コース スタート！〜
「家族みんなの医療センター（MCEF: Medical Center for the Entire Family）」という医療
チーム・医療サービスが恵寿総合病院に誕生しました。臨床研修医にとって、この MCEF
のおこなっている医療サービスは、地域住民の生活を守るために必要な広い範囲の医療
を“ 総まとめに” 研修できる絶好の機会です。（家族みんなの医療センター長　新井 隆成）

恵寿総合病院の魅力は、診療科の垣根が低いところ、どの診療
科の先生も研修医のやる気に応えてくれるところ、指導医の先生方
との距離が近いところ、学びたければ学べるリソースと環境が整え
られているところ、コメディカルとの距離が近いところ、食事がおい
しいところなどです。やる気さえあれば自分の望む研修ができる病院
です。（初期臨床研修医 2 年　植木 愛）



芳珠記念病院

小松市民病院

公立松任
石川中央病院

「医学生・研修医の内科学サミット 2014」にて
石川県での研修の利点を発表

〒 923-1226  能美市緑が丘 11-71
http://www.houju.or.jp

〒 923-8560  小松市向本折町ホ 60
http://www.hosp.komatsu.ishikawa.jp

〒 924-8588  白山市倉光 3-8
http://www.mattohp.jp

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

TEL (0761)51-5551　FAX (0761)51-5557
kotomi-i@houju.jp

TEL (0761)22-7111　FAX (0761)21-7155
cbsomu@city.komatsu.ishikawa.jp

TEL (076)274-5972　FAX (076)274-5974
mattohp@asagaotv.ne.jp

担当：総務部

担当：総務課

担当：総務課

メッセージ

メッセージ

メッセージ

南加賀の中核病院として石川県下で唯一、一般、精神、感染症、結核、緩和ケア病棟をもち、
当院のみで全ての研修が修了できます。また南加賀急病センター、南加賀救急医療センター
を併設し、併設完結型の救急医療に取り組んでいます。大き過ぎず小さ過ぎず、病院全体
でバックアップしてくれる家庭的な雰囲気の中で、実戦的でオールラウンドな力をつけるには
最適な研修環境であることを保証します。（副院長（プログラム責任者）上野 良樹）

当院の内科研修に関し、『内科とは臓器の垣根を越えて “ 患者さんの内なるもの全体 ”を
診る科』だという意識が重要だと思います。患者さんの愁訴に対し、『診察→的確な状況
判断→速やかで適切な治療の導入』というプロセスの習得の他、主たる疾病以外に常に
併存する疾病や患者さんの状態に気を配り、たとえ専門外の領域でも速やかに対応する意
識を持って患者さんに総合的に接することが、有意義な研修につながることと思います。

（指導医（消化器内科）　又野 豊）

当院は、石川県の南加賀地区の中核病院であり、ケアミックス型病院として地域医療
から高度専門分野まで幅広い診療を行っています。そのため、広い診療分野において
偏りのない研修が行えます。ご興味のある方はぜひ一度見学にお越しいただき、医局
の雰囲気や初期研修の様子を感じていただけたらと思います。（院長　佐久間 寛）

『病院と地域全体で研修医を育てる』をモットーに研修医の育成に取り組んでいます。
過度の研修医を受けないことで放任しない、お客様扱いしないことに留意し実践力とし
て期待しています。研修を終了した先生方からは、診療科を超えた親密でアットホーム
な研修が評価されています。地域医療も希望者には、沖縄離島研修の機会を提供し
ており充実しています。（副院長（プログラム責任者）　吉光 裕）

医師になり高い志しを持った研修医にとって、必要な研修とは何か？ それはできるだけ
多くの症例を経験し、責任を持って診療する事だと思います。一例・一例を大切にし
て人体の神秘に触れ、深く考察し学問をして下さい。白山市民を支え、石川県民を
支え、日本を支え、それから世界を目指して下さい。

（副院長（プログラム責任者）　高澤 和也）

当院の研修の最大のメリット、それは「主治医になれること」です。研修をして初めて
分かることですが、主治医となり色 な々指示を出せるのと、指導医の指示を後ろで見
ているのとでは研修の充実度に大きな差があります。中学生の頃を思い出してみて下さ
い。初めての部活で素振り等したと思います。研修病院で２年間も素振りをし続けたい
ですか？（初期臨床研修医１年目　神田 龍人）

　平成２６年４月１２日「医学生・研修医内科学サミット２０１４」が日本内科学会総会にあわ

せ東京国際フォーラムで開催されました。

　その中で、公立能登総合病院の臨床研修医 亀谷仁郁先生が、石川県での研修の利点を

発表され優秀発表賞を受賞されました。

　発表では、医師が少ない地方病院の研修医は、都市部の大病院よりもプライマリ・ケアを

行う機会や受け持ち患者数などが多いことを紹介され、多くの経験を積める能登での研修のメ

リットを紹介されました。




