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信頼され選ばれる

医療人になるための礎づくり



　医学生の皆さん、こんにちは。初期研修医２年目の竹田瑛と申します。

　当院に興味を持っていただきありがとうございます。当院の魅力を伝えるには実際に来

て見ていただくのが一番だと思いますが、この場では紙面を通し、実際に働いて感じた当

院での初期研修の魅力をお伝えしたいと思います。

　私が思う当院の初期研修の一番の魅力は、大学病院と市中病院の研修の良い部分を併せ

持っているところです。当院は十勝地方の中核を担う病院として、眼科以外の全ての診療

科が揃っています。そのため重症患者や珍しい疾患の患者でも当院で医療を完結すること

ができます。一方で市中病院として、軽症患者や common disease を診る機会も多数あり

ます。救急外来では研修医が主体となって初期診療を行い、基本的な診察や検査、初期治

療を学ぶことができます。症例数も多いので、2年間の研修で大抵の common disease に

対する診療の仕方が身につくはずです。

　さらに各診療科から研修医向けのレクチャーも数多く開かれており、初期研修医の間に

各診療科の専門的な知識を学ぶことができます。その経験は専門科に進んだ後にも必ず自

分の役に立つはずです。魅力的な上級医も数多く、初期研修を経て志望科が変わった人も

います。

　もう一つの当院の魅力は、15人の同期です。道内・道外問わず、各地から研修医が集まり、

内科志望、外科志望、マイナー科志望、どの科に進むか迷っている人など様々な人が集ま

ります。研修医の人数は道内の病院では多い方ですが、その分、症例数も多いため担当症

例の取り合いといった問題は生じません。研修医同士で日々切磋琢磨しながら研修するこ

とで、自然と自分自身の成長にも繋がります。研修医室での雑談のような議論から新たな

知識を学ぶことも多々あります。また、研修医は学年問わず仲が良く、一緒にご飯を食べ

にいくことも多々あります。十勝は農業が盛んなため、野菜やお肉からお菓子に至るまで

美味しいものがたくさん揃っています。夏には勝毎花火大会を見にいったり、バーベキュー

をしたり、冬にはスキーに行ったりと充実したプライベートを送っています。

　長くなりましたが、当院の魅力はまだ伝えきれないほどたくさんあります。人によって

求めるものは異なると思いますが、実際に研修医になった時、初期研修を良いものにでき

るかどうかは自分次第です。ただ一つ、私たちから皆さんに伝えられることは、やろうと

思えばどんなことにでも挑戦できる環境が当院には揃っています。

　来年度、当院でお会いできることを研修医一同心よりお待ちしております。

当院での研修の魅力について
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　他の科はチームで患者を診るという体制が一般的ですが、呼吸器内科

は主治医制なので研修医は主治医が持つ患者さんを一緒に診ることとな

ります。主治医とマンツーマンで患者さんを診るので、相談などもしや

すく一人一人の患者さんに対して時間をかけて検査・診断・治療を行う

ことが出来ます。週一回、他の主治医と合同カンファレンスを行い、終わっ

た後には出前を取って和気藹々と食事会をするというイベントもありま

す。

　症例数は幅広く、肺癌、気管支拡張症、気管支喘息、間質性肺炎、

COPD、気胸などの疾患を診ることができ、手技としても気管支鏡、胸腔

穿刺、胸腔ドレーン挿入、CV カテーテル挿入など様々な手技を主治医に

教えて頂きながら行うことができます。病態の特性上、急に呼吸状態が

悪くなることもあるため急変時の対応を身に着けることもできます。

呼吸器内科は当院の科の中でも人気の高い科の一つです
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　循環器内科では、担当指導医と共に病棟の患者さんを担当します。当

院の循環器内科は循環器疾患に加え、腎臓疾患もカバーしており、担当

する疾患は心筋梗塞などの急性冠症候群から高血圧、糖尿病、脂質異常

症などの生活習慣病や透析を行っている慢性腎臓病などの慢性期疾患ま

で幅広いです。また心臓カテーテル検査も積極的に行っており、多い時

は 1日 7～ 8件ほど検査があります。

　病棟での担当患者さんの内科的な管理に加え、心電図の読み方や心エ

コー検査の見方、降圧薬や利尿薬などの循環器薬剤の調整など幅広い分

野について学ぶことができます。将来どの診療科に進むにせよ、高齢化

社会において心不全や腎不全を合併している患者さんは多いと思います

ので、循環器内科志望の方に限らず非常に有意義な研修期間を過ごすこ

とが出来ると思います。

幅広い分野について学ぶことができます
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　消化器内科は、病棟は消化器グループと膠原病グループに分かれてお

り、外来はさらに内分泌・代謝疾患までカバーしています。研修は原則

2ヶ月間消化器か膠原病のいずれかを選択し、専門医、後期研修医ととも

に病棟業務や内視鏡検査の補助などを行います。腹水穿刺や CV 挿入など

手技の機会も多くあります。また毎週のカンファレンスでは症例発表の

機会が与えられプレゼン能力が鍛えられます。各グループに後期研修医

がおり、疑問や困ったことを相談しやすい雰囲気があります。私は膠原

病グループで 2ヶ月間研修しましたが、肺胞出血に対する血漿交換のよ

うな急性期治療から消化器悪性腫瘍の終末期まで幅広い症例を経験する

ことができました。学会発表の機会もありとても充実した研修だったの

でおすすめです。

症例発表の機会が与えられプレゼン能力が鍛えられます



血
液
内
科

04
　血液内科では急性白血病や悪性リンパ腫、その他様々な血液疾患をも

つ患者さんの病棟管理を担当指導医と行います。化学療法や骨髄検査な

どの治療や検査に加え、汎血球減少などの血球異常が生じた際にどんな

鑑別を考えたり、今後の血球の推移を予測したりなど、血液内科独特の

知識や経験が出来ると思います。他にも汎血球減少している患者さんが

多いため発熱性好中球減少症（FN）や様々な感染症にも直面することが

多かったり、その他内科的な様々な異常が起こるため、総合内科的な知

識が必要となり非常に勉強になります。

　　また、数週間たつと病棟患者の 1st call を任されるようになり患者

さんの様々なトラブルを相談されます。発熱や転倒、疼痛、不眠など様々

な訴えに対して自分で考えることでただ指導医に教えてもらうだけでは

ない研修が出来ます（もちろん対応に困ったら担当指導医に相談して対

応を検討します）。

血液内科独特の知識や経験が出来ると思います
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　脳神経内科は帯広厚生病院の内科の中でも、特にローテーションして

いる研修医が多い内科です。脳神経内科というよりは内科全般を専門に

しているのでは？というくらい集まる症例が豊富です。日々の業務とし

ては、朝 7時半から回診を始め、その日の病棟担当の先生と一緒に入院

患者さんの採血をチェック、午前中に指示出しを行います。午後は病棟

で処置や検査を行い、夕方から毎日全員分のカンファレンスを行います。

その間に救急外来や他科からコンサルトがあればすべて対応します。

　診療対象疾患は非常に多く、脳梗塞、髄膜炎や脳炎、ギランバレー症

候群、パーキンソン病や ALS、てんかん、筋炎や血管炎、更には電解質異

常や原因不明の意識障害なども診療対象です。神経や筋が侵される方が

多いため、おのずと人工呼吸管理が必要になることも多く、常時 2-3 人

は ICU で管理を行っています。また、科としての性質上、病棟では圧倒

的に誤嚥性肺炎と尿路感染症を数多く診ます。更に救急外来からも感染

症を契機とした意識障害も多くコンサルトを受けますので、感染症診療

に関しても幅広い知識が身につきます。

　脳神経内科はすべてチーム制で診療しており、上の先生たちは研修医

の意見であってもきちんと根拠を示せばどんな意見でも聞いてくれると

いうのも脳神経内科の魅力です。ICU の患者さんも研修医の意見で治療が

開始されることも多々あるので、非常にやりがいがあります。

　内科の中では圧倒的に忙しく、日々勉強しなければならない事に追わ

れる毎日が続きますが、絶対に自分の力になる期間であることは間違い

ないです。ぜひ帯広厚生病院の脳神経内科をローテートすることをおす

すめします！

集まる症例が豊富です



　４７床ある小児病棟は小児科に限らず全ての科に属する１５歳未満の

患児が入院するため、小児病棟のフロアはプレイルームもあり、こども

病院のような雰囲気があります。指導体制としては、初期研修医は後期

研修医の先生方が病棟内でしている診療を一緒にし、徐々に任されます。

経験豊富な指導医の先生が当然のように完成された医療を経験するより

も、後期研修医の先生方が一つ一つ気を付けながら取り組んでいる診療

を一緒に進める方が、実際にどんな事に気を遣っているのかが分かり易

く、勉強になります。そして、毎朝のカンファレンスでは初期研修医は

担当患児のプレゼンテーションをし、診療方針の確認をします。この時

の指導医の先生方の卓越した指摘は、患児の将来を見据えているがため

に生じる問題点であり、小児医療の奥深さを感じさせます。

　また、NICU・GCU 各９床あり、うち各１床は陰 /陽圧室になっており、

感染症など様々な疾患にも対応できる充実した施設となっています。さ

らに、1500ｇ未満の極低出生体重児が毎年 18 名程度は入院しており、ど

の時期に研修をしても全身管理の仕方を勉強できます。勿論、初期研修

医が一朝一夕にできる医療行為ではありませんが、小児科医になろうと

しているならば、到達するべき将来像を前もって目に焼き付けることが

できるのは幸運なことだと思います。
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小児医療の奥深さを感じさせます
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　外科は消化器外科・呼吸器外科の合同科です。胃癌や大腸癌、膵癌、肺癌、

乳癌を始めとした悪性腫瘍や、鼡径ヘルニア、胆嚢結石症などの良性疾

患も幅広く診療しています。さらには救急外来から来た腹部外傷や急性

腹症なども外科の診療範囲です。主治医はいますが、病棟管理はチーム

制で常に 30〜50 人は入院しているため 2ヶ月間で非常に多くの症例を経

験できます。

　研修医の主な業務としては毎朝の入院患者のプレゼンや週に 1回の術

前カンファレンスでのプレゼンを始め、回診時の創処置、食事や輸液の

管理といった病棟業務、当然手術にも数多く入ります。さらに外科病棟

の特徴としては、休日夜間でも研修医が常に 1st call なので病棟でのマ

イナートラブルに多く直面します。対処法がわからず困ることも多々あ

りますが、常に 2nd, 3rd の先生が待機している上に、どんな些細なこと

でも電話して聞いて構わないと言ってもらえるので非常に心強いです。

　外科といっても、一度外科で手術歴があってかかりつけの患者さんに

関しては、内科的なトラブルであっても外科へ入院することが多くあり

ます。内科志望の研修医にとっても無駄な 2ヶ月間ではなく、むしろ内

科的な管理が求められているので学んだことを実践できるチャンスが沢

山あります。外科志望の研修医にはもちろん、症例も幅広く多くあるの

で間違いなくおすすめです。

症例も幅広く多くあるので間違いなくおすすめです

　医学生の皆さん、こんにちは。初期研修医２年目の竹田瑛と申します。

　当院に興味を持っていただきありがとうございます。当院の魅力を伝えるには実際に来

て見ていただくのが一番だと思いますが、この場では紙面を通し、実際に働いて感じた当

院での初期研修の魅力をお伝えしたいと思います。

　私が思う当院の初期研修の一番の魅力は、大学病院と市中病院の研修の良い部分を併せ

持っているところです。当院は十勝地方の中核を担う病院として、眼科以外の全ての診療

科が揃っています。そのため重症患者や珍しい疾患の患者でも当院で医療を完結すること

ができます。一方で市中病院として、軽症患者や common disease を診る機会も多数あり

ます。救急外来では研修医が主体となって初期診療を行い、基本的な診察や検査、初期治

療を学ぶことができます。症例数も多いので、2年間の研修で大抵の common disease に

対する診療の仕方が身につくはずです。

　さらに各診療科から研修医向けのレクチャーも数多く開かれており、初期研修医の間に

各診療科の専門的な知識を学ぶことができます。その経験は専門科に進んだ後にも必ず自

分の役に立つはずです。魅力的な上級医も数多く、初期研修を経て志望科が変わった人も

います。

　もう一つの当院の魅力は、15人の同期です。道内・道外問わず、各地から研修医が集まり、

内科志望、外科志望、マイナー科志望、どの科に進むか迷っている人など様々な人が集ま

ります。研修医の人数は道内の病院では多い方ですが、その分、症例数も多いため担当症

例の取り合いといった問題は生じません。研修医同士で日々切磋琢磨しながら研修するこ

とで、自然と自分自身の成長にも繋がります。研修医室での雑談のような議論から新たな

知識を学ぶことも多々あります。また、研修医は学年問わず仲が良く、一緒にご飯を食べ

にいくことも多々あります。十勝は農業が盛んなため、野菜やお肉からお菓子に至るまで

美味しいものがたくさん揃っています。夏には勝毎花火大会を見にいったり、バーベキュー

をしたり、冬にはスキーに行ったりと充実したプライベートを送っています。

　長くなりましたが、当院の魅力はまだ伝えきれないほどたくさんあります。人によって

求めるものは異なると思いますが、実際に研修医になった時、初期研修を良いものにでき

るかどうかは自分次第です。ただ一つ、私たちから皆さんに伝えられることは、やろうと

思えばどんなことにでも挑戦できる環境が当院には揃っています。

　来年度、当院でお会いできることを研修医一同心よりお待ちしております。
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　t-PA 投与・血栓回収カテーテル術の実施可能な施設となっており、脳

卒中治療に力を入れています。発症後 4.5 時間以内に t-PA 投与をするた

めには、病院到着後１時間以内に t-PA 投与し始められる体制でいる必要

があります。この限られた時間の中で問診・診察・ECG・血液検査・MRI

を実施し、t-PA の禁忌事項にも当てはまらないことを確認します。これ

ができると外勤に役立ちます。時に t-PA 投与後１時間で症状が劇的に改

善した患者さんの ADL 向上を間のあたりにし、医師としてのやりがいを

強く感じます。勿論、血腫除去術や腫瘍摘出術などの手術もたくさん見

学できます。

　また、病棟業務をする中で、CT・MRI の画像診断能力が伸びます。上級

医の先生方が point となる画像の読影の仕方を教えて下さると共に、何

枚もの患者さんの画像を見ることで、例えば麻痺の場所と梗塞している

錐体路の関係性を実感として理解できるようになります。

さらに、脳外科病棟は総合診療科が病棟業務をサポートしており、より

きめ細かい全身管理をできるようになりたい脳外科志望の学生だけでな

く、総合診療科希望の学生にもおすすめです。多くの脳卒中患者さんの

全身管理をすることで、時に上手くコミュニケーションできない中で、

何に気を付けて、どうやって重要な症状を見極めていくかはどの教科書

にも書かれることのない内容を学べる貴重な機会です。

教科書にも書かれることのない内容を学べます
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　月・水・金はシャント手術やステントグラフト挿入術を行っています。

火・木は CABG や弁置換、大動脈置換術などの大きな手術を行っています。      

　研修医は基本的にすべての手術に助手として入ります。心臓や大血管

の手術は、最初のうちは見学が主になりますが、そのうち閉胸や閉腹の

助手をやることになります。糸結びや皮膚縫合など、不意にやらせても

らえる機会が来るので、前もって練習してうまくできればどんどん任せ

てもらえるようになります。先生方からは厳しく指導されることもあり

ますが、基本的には手術や術後管理に関して色々なことを教えてくれま

す。開胸手術の夜は病院に泊まり込みで患者さんを診ていますが、寝る

時間は確保してくれますし、普段はあまり見ることができない ICU での

術後管理について学ぶ良い機会になります。周術期管理について学べる

ので、循環器内科志望や外科志望の人も研修しています。また、2ヶ月回

る研修医は 2ヶ月目の最後の週に shunt 手術を任されるようになります。

練習は必要ですが、目標を持って練習できるので外科志望の人にとって

は自然とやる気も出てくると思います。

研修医は基本的にすべての手術に助手として入ります
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　整形外科では脊柱、上肢、下肢の各分野の専門医が揃っており、幅広

い整形疾患を経験できます。また整形救急疾患を多く受け入れており、

骨折や手指の切断、脊髄損傷などコモンな疾患から重症な疾患まで様々

学べます。

　厚生病院の当直研修では整形疾患の患者さんも多く来院されます。初

期対応で困らないように、先生方から救急の場面での診察方法やシーネ

の当て方など指導して頂けます。病棟では、主治医の先生の持つ患者さ

んを一緒に診療します。整形特有の診察の仕方や画像の読み方を教えて

もらいながら診断の方法を学ぶことができます。

　手術も数多く行っており、助手として活躍できます。長期間研修すれば、

先生方のサポートのもと大腿骨転子部骨折などの執刀をさせてもらえた

りもします。希望者には外来を見学することができ、整形外科志望の人

だけでなく将来の志望科に応じて柔軟に研修が可能です。

将来の志望科に応じて柔軟に研修が可能です
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　産婦人科は 4週以上の研修が必修となっています。当院の産婦人科は

症例数が多く、年間約 1000 件の分娩、約 300 件の帝王切開、約 500 件の

婦人科手術があります。産科では正常妊娠はもちろん、ハイリスク妊娠

症例も数多く経験する機会があり、婦人科では、手術だけでなく化学療

法や放射線療法も積極的に行っているため、産科婦人科を万遍なく勉強

することができます。また、当院は３次救急まで受け入れている病院の

ため緊急性の高い疾患もあり、私は研修中に HELLP 症候群による超緊急

帝王切開や弛緩出血に対する TAE、異所性妊娠破裂の臨時手術などを経験

できました。

　基本的な業務は、病棟業務・カンファレンスの資料準備・手術です。

患者さんのご協力があれば、経腟分娩や外来見学、エコー、内診などを

経験することも可能で、各研修医の希望に沿った充実した研修をするこ

とができます。当院の産婦人科の先生方は指導熱心な方々で、検査から

治療に至る過程、術中の動きに関する考え方を日々教えてくださりとて

も勉強になります。産婦人科を考えている方、そうでない方も有意義な

研修になると思います。

研修医の希望に沿った充実した研修をすることができます
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　皮膚科では主に外来での診察見学・処置への参加を通して勉強するこ

とになります。当院は十勝地域の中心となる病院なので、外来では市中

病院でも見かけるような頻度の高い疾患は一通りおさえることができま

すし、反対に珍しい症例を経験する機会も十分にあると思います。悪性

黒色腫などの皮膚癌を診るのは形成外科ですが、外科的治療の不要な皮

膚悪性腫瘍に関しては、皮膚科でも診療を行っています。

　皮膚科には現在三人の先生がつとめており、その日によって違う先生

の下で診察に参加します。どの先生方も教育熱心で、例え些細な質問で

も親切に教えてくれます。急変があるような診療科と比べると、いくら

か穏やかな雰囲気です。

　外来では指導の下、基本的な皮膚処置や真菌のＫＯＨ染色、皮膚生検

の手技も経験することができます。外来は基本的に午前中のみのため、

午後には病棟の回診や往診など、病棟管理を中心に行います。入院患者

がさほど多くないので、病床数も少なくなっています。私自身は研修中

に難治性の下腿潰瘍や、水疱性類天疱瘡、薬疹などの入院症例を経験し

ました。午後は、他科から相談された患者の往診や、不定期でカンファ

レンスをしたりしています。

　また、先生方は月に数回程度、交代で大樹町や本別町、池田町など市

内から少し離れた病院へ応援診療に向かっており、午後はそちらに同行

していつもと違う場所でより common な疾患について見学する機会もあり

ます。基本的に皮膚科の業務が長引くことは少なく、大抵終業時間には

終わります。土日は入院患者がいれば指導医と回診に向かいます。平日

の朝の回診は７時３０分からとちょっと早いですが、それに慣れてしま

えば比較的余裕を持って研修に当たれるかと思います。

　他科を志す人でも薬疹や蜂窩織炎等の感染症、ちょっとした湿疹など

皮膚科疾患を診なければならない機会は多々あります。頻度の高い疾患、

重症化する恐れのある疾患を知り、目の前の患者さんを皮膚科へ紹介す

るべきかどうか判断できるようになれば、自分にとっても患者さんにとっ

ても良いことです。皮膚科志望でもそうでなくても、是非皮膚科での研

修を検討してみてください！

どの先生方も教育熱心で、親切に教えてくれます
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　腎盂腎炎や尿管結石から腎癌や前立腺癌などの悪性腫瘍まで幅広い疾

患を扱っています。

　実際の業務は毎朝 8:00 から病棟回診を行い、その後月水金はダ・ビィ

ンチによる前立腺癌摘出や腹腔鏡下腎臓摘出など様々な手術の中から興

味のある手術に入ります。火木は病棟業務や前立腺生検や尿路造影など

の検査、尿管ステント留置の補助を行い、実際に上級医の先生の指導下

で行う事もあります。泌尿器科の最大の魅力としてダビィンチによる手

術が他科と比べ多い事です。手術中は見学だけではなく助手として参加

する機会があり多くの手技を行うことができます。さらに上級医の先生

とダビィンチのトレーニングなども行うことができ外科系志望の方に

とってはとても魅力的であると思います。また外科系志望以外の方でも

病棟業務の中でどの診療科でも遭遇するような尿道カテーテルの管理や

尿路感染の患者さんを受け持つため将来、別の科へ進んだとしても必要

とされる知識を学ぶことができます。当院の泌尿器科は先生方が教育熱

心であり相談しやすく何より雰囲気がとても良いです。笑いが絶えない

ですね！日々の病棟管理から検査、手術まで研修医が積極的に参加でき

るので充実した研修生活がおくれますよ。

何より雰囲気がとても良いです。笑いが絶えないですね！
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　耳鼻科は 3人の先生がいて、特定の指導医はおらず、自分がやりたい

ことに応じてそれぞれの先生に教えてもらうという形になっています。

担当患者も特に指定はされないため、全員で全患者さんを診ていきます。

大体 20 人前後です。先生方は皆さん優しく質問もしやすい雰囲気で、手

術中も和気藹々としておりとても楽しいです。

　耳鼻科は頭頸部腫瘍、耳、鼻、口腔・咽頭に領域が分かれており、一

番上の先生は頭頸部腫瘍専門ですが全領域の手術を行っています。3人と

人数は少ないですが、再建手術などの大きな手術も行っています。

　1日の流れとしては、朝 8時半に毎朝医師のみのミニカンファレンスが

あり、その日の担当の先生はその後回診、その他は手術、外来と分かれ

ていきます。研修医は基本的に duty の仕事はないため、自分が興味ある

ところに行き、見学や指導を受けます。手術日は週 3回となっています。

　基本的に研修内容は自分のやりたいことに合わせてくれます。外来や

手術見学も必須ではないため、自分の目的にあわせて研修が可能です(例：

小児科志望だから耳鼻科領域の小児科疾患を見たいため小児の外来、手

術だけ見たいなど )。

外来は common disease 中心に様々な耳鼻科の疾患を診て学ぶことができ

ますし、手術では 2ヶ月とると鼓膜のチューブ挿入など簡単な手術は実

際にやる機会もあります。回診のときも耳鼻科の診察を、手術中は結紮

や縫合などやらせていただけることも多いです。

他科でも役立つ知識を勉強することができます
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　精神科には先生は 3人いて、基本的には誰か 1人が指導医となり、そ

の先生の担当患者を一緒に診ていきます。大体 10 人の患者さんを担当す

ることになります。毎日の流れとしては、午前中担当患者さんの回診に

行き、午後に先生と患者さんの今後の方針決定やミニレクチャー、リエ

ゾン (他科往診 )などがあります。週 3回は新患の外来の予診をとり、

その後その外来を診ます。また、月曜はカンファがあり、先週予診を取っ

た人で興味深かった人を一人選んで発表し、先生方にフィードバックや

レクチャーを受けます。水曜は緩和ケアのリエゾンに一緒に行き、緩和

領域での精神科の関わり方を勉強することができます。

　疾患の種類としては大きな病院なので大体の疾患は経験することがで

き、双極性障害、うつ病、統合失調症などのメジャーなものから、せん妄、

不眠など他科でも身近な疾患も多く経験できます。

先生方は皆さん教え熱心で優しく、質問もしやすい雰囲気であり、睡眠薬、

せん妄に対する薬の使い方など他科でも役立つ知識を勉強することがで

きます。

他科でも身近な疾患も多く経験できます
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　麻酔・救急科は当院で 3か月間の必修科となっています。回っている

研修医で週ごとに麻酔科と救急科をまわして研修を行っていきます。

①麻酔科：主に手術前の同意書取得、病歴や既往歴などの情報収集、麻

酔の準備から抜管など、一症例の初めから最後までを上級医の指導の元

で担当します。1日に入る手術件数はまちまちですが、「～科の手術に入

りたい」「挿管をたくさんしたい」といった希望に併せた手術をあてても

らうことも可能です。

②救急科：上級医、2年目研修医とともに救急車で来院する患者の対応を

行います。平均すると 1日 4～ 5件程度ですが、多い時には 10 件を超え

ることもあり、十勝管内をはじめとした広域の医療を担っている当院に

はほとんどの科が揃っており、2次から 3次救急まで幅広い知識を学ぶこ

とができます。

③3次救急当番：同時期に回っている研修医で相談し、夜間に 3次救急当

番を行います。当院では 3次救急は基本的に麻酔科が対応するため、他

科を回っている際にはなかなか経験できません。また臨時手術になった

際には麻酔科として手術に入るため、臨時手術ならではの麻酔対応を学

びます。

④ICU 管理：2年目で選択した際、希望すれば ICU 管理を学ぶことができ

ます。当院では麻酔科中心として ICU 管理を行っていますが、病院によっ

ては全て各科で行わなければならないこともあります。そのため、麻酔

科志望の人だけでなく他科で働くうえでも必要と考え 2年目で麻酔科を

選択する人も多いです。

他科でも身近な疾患も多く経験できます
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　放射線科はおおまかに読影・IVR、放射線治療の 2つに分かれて業務が

行われています。他の必修科目の関係から、研修医は 2年目に選択する

人がほとんどです。読影・IVR の場合、日中に自分で読影しレポートを作

成します。夕方に上級医からフィードバックがあるので一緒に画像を見

ながらレポートの確認や疑問点の解決を行い、苦手な部分があれば読影

する上でのコツも教えてもらえます。とにかく画像をたくさん見て、様々

な疾患に触れることで読影への苦手意識はなくなっていくと思います。

日中には上級医の先生方は毎日 IVR も行っているため、研修医は読影の

合間をぬって見学・練習を行います。CV ポート作成の場合には鎖骨下穿

刺をさせてもらったり、できるところまでサポートを受けながら経験し

ていきます。研修医の多くが読影・IVR をメインとして研修を行っていま

すが、癌などに対し放射線治療を併用することが多い科を希望している

場合には放射線治療を学ぶ人もいました。先生方はいつでも優しくわか

らないことには丁寧に指導を頂けます。基礎知識から学びなおしたい人

や深い知識を得たい人、どちらの方にも非常に充実した研修となること

間違いありません。

2 次から 3次救急まで幅広い知識を学ぶことができます
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　総合診療の醍醐味といえば患者の主訴、身体所見、検査所見から総合

的な視点で鑑別を挙げて、一つずつ除外していき最終的に一つの疾患へ

と絞っていくことだと思いますが、当院の総合診療科ではまさにその醍

醐味を味わうことが出来る科であると思います。

　院内の各科からコンサルトされることが多々あるため、鑑別を考える

のに幅広い知識を自然と身に着けることができ、チームの雰囲気も良い

ため気軽に相談しながら入院患者の診療を行うことができます。また他

の科では 3年目以降の先生が外来を行うのが一般的ですが、総合診療科

では研修医でも外来を行うことができ、問診をとりながら頭の中で鑑別

を挙げるという習慣を身に着けることができます。

　総合診療科で学んだ知識は他のどの科でも応用することができるため、

総合診療科志望の方だけでなく、他の科を志望する方も一度は研修して

おくべき科だと思います。

鑑別を考えるのに幅広い知識を自然と身に着けることができます
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　緩和支持治療科（通称：緩和ケア科）の病棟は病院の最上階にあり 15

床の完全個室となっています。とても静かで患者さんは落ち着いた雰囲

気の中で専門的緩和ケアを受けることができます。研修医は病棟を中心

に緩和ケアチームの一員として上級医、緩和ケア認定看護師らとともに

診療にあたります。患者さんと同じ目線に立って話をする中で、身体的・

精神的・社会的苦痛がないかどうかや、それらをどう工夫して取り除く

ことができるかを考えることは難しいながらも非常に勉強になります。

　また「死」という人生最大のイベントをいかに穏やかに迎えられるか

を患者、家族の意向を汲みお手伝いするという姿勢、考え方は将来どの

診療科に進んでも必要になると思います。入院患者は悪性腫瘍の終末期

の方が多いですが、将来がん診療に携わる方もそうでない方も選択する

ことをお勧めします。間違いありません。

難しいながらも非常に勉強になります
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　当直は基本的に月に 4-5 回程度の頻度であり研修医 1年目と 2年目で

入ります。 来院した患者さんの初期対応を行い、可能ならば診断をつけ

帰宅可能か入院が必要かを判断します。入院が必要な場合は直接上級医

にコンサルテーションを行い上級医にバトンタッチするところまでが研

修医の仕事です。

　経験できる症例は数多く、心筋梗塞・急性大動脈解離・脳梗塞・クモ

膜下出血 敗血症など緊急性の高い疾患から 虫垂炎や肺炎など救急外来

として common なものまで幅広いです。また後日総合診療科医師や臨床研

修センター長である副院長のフィードバックがあり、 そのときの対応の

良かった点や悪かった点をカンファレンス形式で振り返ることができま

す。また救急科を回っている際には 3次救急も担当し指導医のもとで、

CPA や重症外傷 , 十勝ならではの動物との接触外傷なども経験すること

ができます。

十勝ならではの動物との接触外傷なども経験



ＪＡ北海道厚生連は、組合員ならびに地域住民の皆様の生命と健康を守り、

生きがいのある地域づくりに貢献してまいります。

最も信頼され選ばれる病院づくりを目指します。

地域の求める　医療連携を考えた病院づくり

わかりやすい　質の高い　患者さまの立場に配慮した医療

患者さまへの気配りのある環境づくり　温もりのある医療

医療連携を深め、地域医療と救急医療の充実に努めます

職員教育・研修を推進し、医療水準の向上に努めます

患者さまが満足する療養環境と職員が誇れる職場環境を目指します

人権の尊重と、プライバシーが守られて治療をうける権利

自分の病気や治療内容について、充分な説明を受ける権利

治療を選択する権利と、同意できない診療を拒否する権利

病院の規則を守り、他の患者さまの治療を妨げない責任

北海道厚生連の理念

病院理念

基本方針

患者さまの権利と責任

JA


