JR 広島病院
■ 初期臨床研修医募集案内

小回りの利く中規模病院で
自由度の高い初期臨床研修を

医療法人

JR 広島病院

Medical Corporation JR Hiroshima Hospital

［ JR 広島病院 初期臨床研修目標 ］
・ 地域における中核病院の一員として、地域住民の健康増進を進める
・ プライマリ・ケアの基本的な知識・技能を身につける
・ 医療の進歩に対応した、安全な医療を提供するための知識・技能を身につける
・ 医療現場における人間関係について理解し、医師として資質向上を図る

【

理 事 長

河 本

/

初期臨床研修医を目指す皆さんへ

病 院 長

昌 志

医学部卒業時点での臨床能力だけで
は、実地医療の実践には大きく不足し
ています。新しい疑問にぶつかるたび
にそれを解き、解釈していく力も足り
ません。
本院の初期臨床研修では、地域医療
に根ざした実地医療の中で、これらの
実践能力を磨ける場を提供します。
しかしながら、研修は授けられるだ
けのものではありません。自ら学ぶ姿
勢が不可欠であり、知識の隙間を補間
する努力は実践の場で鍛えなければな
りません。技術は見て、させてもらって
習得しなければなりません。
本院の特徴は、病床規模は決して大
きくありませんが、全ての科が地域に
根ざした医療を多職種と連携しながら
推進しているところにあります。
このようなチーム医療のなかで円滑
に医療を実践する能力を陶冶すること
は、これからの医療に不可欠な能力を
習得することに繋がります。
病院としても皆さんの研修が円滑に
進むようできる限りの支援を行います
ので、2 年間のこの研修期間を有効に
活用してその後の専門研修に進んでく
ださい。
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教育研修部長 / プログラム責任者

中 山

宏 文

医学科卒業後の１０年間をどのよう

】

プログラム副責任者

寺 川

宏 樹

当院は 275 床の中規模病院ですが、

に過ごすかで、皆さんの将来が決まり

その分 自由度が高く自分の思うよう

ます。人間性や実地診療等で優れた医

な研修プログラムを計画しやすくなっ

師や医療スタッフとの出会いを大切に

ています。また、院内外の講習にも自由

してほしい。とくに初期研修の２年間

に参加できます（病院からの補助あ

は重要です。患者さん中心に、医師およ

り）。当院を活気ある病院 に高めてい

び医療スタッフとの協働を第一に、当

くためには、みなさんの新 しく若い

院で深く広く学びましょう。プライマ

力･知識が必要です。是非、当院に来て

リ・ケアの修得とともに、医学知識を深

我々と一緒に実りある 研修･診療をし

めましょう。選択科目の決定、時期・期

てみませんか。

間はいずれも柔軟に対応します。ＩＣ
ＬＳなどのスキルセミナー、研修医向
けのレクチャー、診療科横断的カンフ
ァレンス（キャンサーボード、死亡症例
検討会、ＣＰＣなど）が定期的に開催さ
る教育的な環境です。ぜひ、当院で初期
研修を!!

［ JR 広島病院 病院理念 ］

優しさと誠実な医療で
更なる地域貢献をめざします
［ JR 広島病院の医療 ］
・ 良質で安全な医療

常に専門的知識と技術を高め、医療水準の向上を図ることで患者さまに良質な医療を提供します

・ 患者さんと共に築く医療

患者さんの意向に配慮し、より適切で最善な医療を提供していくための取り組みを推進します

・ 健全な運営による医療の提供

地域に根ざした健全な病院運営により継続的に医療を提供することで地域における重要な使命を果たしていきます

概 要
■ 法人名称

沿 革
大正

９年

５月

医療法人 JR 広島病院
■ 病院名称
JR 広島病院
■ 理事長
河本 昌志
■ 所在地

所開設
昭和１５年

６月

広島鉄道病院開院

昭和１９年

３月

広島市大須賀町に新病院落成

昭和２０年

８月

原爆投下により病院全壊

昭和２４年

２月

広島市尾長町に病院新築

昭和２５年

８月

日本国有鉄道広島管理局広島鉄道病院に

〒732-0057
広島市東区二葉の里三丁目 1 番 36 号
■ 設立日
平成 28 年 2 月 22 日
■ 職員数
515 名（2021 年 4 月現在）

広島市松原町広島駅構内に広島鉄道治療

組織改編
昭和３８年

９月

広島市二葉の里に新病院落成

昭和４３年

７月

臨床研修指定病院指定

昭和５７年

４月

保険医療機関指定

昭和５７年

６月

二次救急病院指定

昭和６２年

４月

西日本旅客鉄道株式会社広島支社広島鉄

■ 病床数

道病院に名称変更

275 床（一般［7：1］病棟 214 床、地域包括ケ

平成１０年

６月

日本医療機能評価機構認定

ア病棟 41 床、緩和ケア病棟 20 床）

平成１６年

４月

基幹型臨床研修病院指定

平成２１年

７月

ＤＰＣ対象病院認定

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、

平成２８年

１月

旧病院隣接地に新病院落成

リウマチ・膠原病内科、外科、消化器外科、

平成２８年

４月

医療法人ＪＲ広島病院設立

■ 診療科

人工透析外科、整形外科、眼科、皮膚科、産

西日本旅客鉄道株式会社広島支社広島鉄道

婦人科、泌尿器科、小児科、耳鼻咽喉科、緩

病院より事業継承

和ケア内科、リハビリテーション科、麻酔科、

病院名を「ＪＲ広島病院」とする

放射線科、病理診断科（歯科口腔外科、精神

平成３０年

６月

科･･･入院患者対応のみ）

日本医療機能評価機構「病院機能評価
（3rdG:Ver.1.1）
」認定更新

令和

２年

３月

地域医療支援病院名称使用承認
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学会専門医修練施設としての認定
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

日本内科学会認定内科専門医教育関連施設
日本消化器病学会認定施設
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本脈管学会認定研修関連施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
日本整形外科学会専門医研修施設
日本泌尿器学会専門医制度研修施設
日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
日本医学放射線学会放射線科専門医制度修練機関
日本眼科学会専門医制度研修施設：一般研修施設
日本大腸肛門病学会認定施設
日本動脈硬化学会専門医認定教育施設

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

日本麻酔科学会認定病院
日本臨床細胞学会認定施設
日本臨床細胞学会教育研修施設
日本病理学会登録施設
日本消化器内視鏡学会指導施設
日本消化管学会胃腸科指導施設
日本超音波医学会専門医研修施設
日本高血圧学会高血圧認定研修施設
日本透析医学会専門医認定施設
日本内分泌・甲状腺外科学会専門医認定施設
日本核医学会専門医教育病院
日本リウマチ学会教育施設
日本呼吸器学会認定施設
日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設

診療科別 医師数・指導医数・平均入院・外来患者数
（単位：人）
診療科目

医師数

消化器内科
循環器内科
呼吸器内科
ﾘｳﾏﾁ膠原病内科
外科
小児科
産婦人科
麻酔科
人工透析外科
整形外科（リハビリテーション科を含む）
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
放射線科
緩和ケア内科
病理診断科

6
7
3
2
5
2
2
3
1
6
2
3
3
2
3
1
1

指導医数
（うち指導医講習会受講者数）

6（5）
4（3）
2（1）
1（0）
5（4）
2（1）
2（0）
3（0）
1（1）
4（1）
1（0）
2（0）
3（0）
1（1）
1（0）
1（0）
1（1）

一日
入院患者数
30.5
33.3
14.4
4.9
18.3
1.6
0.5
9.1
44.9
3.0
14.3
4.3
1.3
15.4
-

一日
外来患者数
55.0
60.4
31.9
13.8
27.8
21.1
13.1
1.0
45.5
57.0
31.0
35.7
30.2
16.6
9.6
1.1
-

医師数・指導医数は令和 3 年 4 月 26 日現在、平均入院・外来患者数は令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月の数値
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在籍医師一覧
診療科

役職

麻酔科

院長

河本 昌志

かわもと まさし

消化器内科

副院長

三重野 寛

みえの ひろし

外科

診療部長

岡本 有三

おかもと ゆうぞう

主任部長

峠 誠司

たお せいし

部長

山科 敬太郎

やましな けいたろう

消化器内科

医師名

診療科

役職

リハビリテーション科

主任部長

中村 精吾

なかむら せいご

主任部長

田中 文香

たなか あやか

部長

大田 遥

おおた はるか

医長

湯浅 知世

ゆあさ ともよ

主任部長

野村 秀一

のむら しゅういち

部長

田中 美和子

たなか みわこ

主任部長

宮里 麻鈴

みやさと まりん

医師

小川 結衣

おがわ ゆい

主任部長

堀内 賢二

ほりうち けんじ

医師

住元 遥香

すみもと はるか

主任部長

木谷 由希絵

きだに ゆきえ

眼科

医師名

健診センター
部長

大原 英司

おおはら えいじ

主任部長

寺川 宏樹

てらがわ ひろき
耳鼻咽喉科

部長

折田 裕一

おりた ゆういち

部長

大下 千景

おおした ちかげ

循環器内科

皮膚科
部長

内村 祐子

うちむら ゆうこ

医長

赤澤 良太

あかざわ りょうた
産婦人科

呼吸器内科

医師

三宅 広将

みやけ ひろまさ

医長

山縣 麻衣

やまがた まい

主任部長

峠岡 康幸

たおおか やすゆき

主任部長

橋本 邦宏

はしもと くにひろ

部長

稲田 順也

いなた じゅんや

部長

井上 勝己

いのうえ かつみ

泌尿器科
医師

伊藤 洋行

いとう ひろゆき

医師

岡崎 真衣

おかざき まい

リウマチ

部長

茂久田 翔

もくだ しょう

医師

鵜飼 麟三

うかい りんぞう

膠原病内科

医師

小林 弘樹

こばやし ひろき

主任部長

下薗 彩子

しもぞの さいこ

小児科
主任部長

矢野 将嗣

やの まさつぐ

部長

安村 純子

やすむら じゅんこ

部長

大城 望史

おおしろ たかふみ

主任部長

伊達 秀二

だて しゅうじ

部長

志々田 将幸

ししだ まさゆき

医師

久保 雅実

くぼ まさみ

部長

住谷 大輔

すみたに だいすけ

医師

平石 純斗

ひらいし じゅんと

主任部長

越智 誠

おち まこと

主任部長

久保田 稔

くぼた みのる

主任部長

田中 信弘

たなか のぶひろ

部長

平良 裕子

たいら ゆうこ

部長

小林 孝明

こばやし たかあき

医長

鈴木 麻倫子

すずき まりこ

部長

須賀 紀文

すが のりふみ

救急センター

主任部長

吉田 成人

よしだ しげと

医長

田島 稔章

たしま としあき

緩和ケア内科

主任部長

沖政 盛治

おきまさ せいじ

医師

松本 明子

まつもと あきこ

病理診断科

主任部長

中山 宏文

なかやま ひろふみ

外科

人工透析外科

整形外科

放射線科

麻酔科
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病院正面
地上 7 階建ての建物。
病院前にはのぞみ保育園を併設。

健診センター
1 日最大 30 名の人間ドックが実施可能な、独立した快適な環境を整えた健診セ
ンターを設置。時代のニーズに合った、最新機器を使用した検査項目を導入。

売店等
人工透析センター
25 床の明るくクリーンな人工透析センターを
設け、外来・入院透析に対応。

「職員食堂」
「レストラン」
「コン
ビニエンスストア（売店）
」

正面フロア
広島駅方面からをメインアプローチとし、患者
さんの多い内科・外科の外来ゾーンをエントラ
ンスから一望できるよう配置。自然光が入り展
望を活用した病室配置と、病棟中央にナースス
テーションを配置。
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緩和ケア病棟
最上階に 20 床全個室の療養環境
に配慮した緩和ケア病棟を設置。
地域の医療機関と連携し、自宅や
医療施設のどちらでも療養でき
るサポート体制の取り組み。

化学療法センター
化学療法分野の強化。治療
に専念できる快適な環境。

CT320 列
世界最高水準の「コンピューター断層
撮影 CT320 列」を整備。高水準の画像
診断実施、診断の迅速化を図る。

血管造影装置（アンギオ）
今後増加が予想される循環器系疾患の治療を行う
高機能装置を整備。

手術室バイオクリーンルーム
クリーン度最高水準のクラス 100 の手術
室を整備し、手術領域を拡大。

敷地面積

約 15,000 ㎡

延床面積

約 22,000 ㎡

病床数

275 床

７階

温熱療法
広島市内唯一のがん治療が行える「サーモトロン」。
放射線治療と併用でがん診療機能の強化を図る。

MRI
最新の MRI 機器・設備
を導入。病気の早期発
見、早期診断の質の向
上を図る。

病院断面構成

免震設備
災害に強い病院を目指し、大規模災害に備えたトリアージ
スペース（1F フロア）の確保、電気・水道等の供給がスト
ップしても 3 日間医療を継続できる設備を保有。大地震時
（阪神大震災、東南海、南海地震）でも医療を提供できる
免震構造を採用し、
「広島市ハザードマップ」を参考に、冠
水及び津波時にも医療が継続できる床レベル設定を実施。

内視鏡センター
独立した内視鏡センタ
ーの整備。
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［ JR 広島病院臨床研修プログラム ］
研修プログラムの特色
地域内中核病院として２次救急病院機能を備え、プライマリ・ケアを中心に一般的に頻
度の高い疾患に対応できる能力を身につけるプログラムとしている。

研修プログラム（研修スケジュールは一例）
4月

月
週

1

2

3

5月
4

5

6

7

6月
8

9

10

8月

9月

内科

精神科

産婦
人科

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1年次

2年次

7月

外科

地域
医療

小児科

麻酔科

救急科

選択科

選択科

・指導医・上級医は臨床経験 7 年以上の専門医。
・各科症例検討会、研究会、抄読会、CPC、およびデスカンファレンス（DEATH CONFERENCE）に参加。
・研修プログラム外での診療行為は禁止。
・時間外救急外来の中で１ヶ月に最大 4 回副直として入り、指導医・上級医のもとで研修。

［必修科］
■ 内科 【24 週（一般外来を含む）】

60 週

■ 産婦人科 【4 週】

［選択科］

44 週

JR 広島病院 整形外科

JR 広島病院 消化器内科

★広島赤十字・原爆病院 産婦人科

JR 広島病院 皮膚科

JR 広島病院 循環器内科

★市立三次中央病院 産婦人科

JR 広島病院 泌尿器科

JR 広島病院 呼吸器内科

■ 地域医療 【4 週（一般外来を含む）】

JR 広島病院 リウマチ膠原病内科
■ 外科 【8 週（一般外来を含む）】
JR 広島病院 外科

JR 広島病院 眼科

●山﨑病院

JR 広島病院 放射線科

●平戸市民病院

JR 広島病院 人工透析外科

●広島東保健センター （1 日）

JR 広島病院 病理診断科

■ 小児科 【4 週（一般外来を含む）】

JR 広島病院 耳鼻咽喉科

JR 広島病院 小児科

JR 広島病院 リハビリテーション科

■ 麻酔科 【4 週】

JR 広島病院 緩和ケア内科

JR 広島病院 麻酔科

JR 広島病院 健診センター

★広島赤十字・原爆病院 麻酔科

●翠清会 梶川病院 脳神経内科

■ 救急科 【8 週】
JR 広島病院 救急センター
■ 精神科 【4 週】
★県立広島病院 精神科
★草津病院 精神科

●広島がん高精度放射線治療センター

当院はじめ
協力型臨床研修病院での
必修科は選択科として
長期間研修可能

放射線治療科
●近森病院 救急科

★‥協力型臨床研修病院
●‥臨床研修協力施設
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研修体制
■ 臨床研修責任者
教育研修部長 / 研修管理委員長

中山 宏文

■ CPC（臨床病理検討会）実施状況
回数 2 回、剖検数 0 件（2020 年度）
回数 3 回、剖検数 4 件（2019 年度）
■ 当直回数（指導医・上級医と一緒に）
月 0～4 回まで（当直手当有 25,000 円/回）
■ 当直時の勤務体制
当直医 1 名 ・ 研修医 1～2 名
指導医または上級医との併直とし、研修医単独の当直は行わない。
1 年目と 2 年目、もしくは 2 年目研修医 2 名で当直に入ることも可能。
■ 研修医室の有無
有
■ 図書室の有無
有
■ 救急医療の提供実績（2020 年度）
3,844 件（1 日平均 10.5 件） 救急車取扱件数：991 件

図書室

研修医室

研修医控室

医学雑誌国内 40 種類、国外 46 種類。

完全個室。机 10 セットを配置。

完全個室。電子カルテやロッカーを設置。
男性用と女性用の 2 部屋。

ミニ講義
月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月

担当科
緩和ケア内科
リウマチ膠原病内科
消化器内科
循環器内科
呼吸器内科
人工透析外科
リハビリテーション科
整形外科
泌尿器科
皮膚科

担当者
沖政 盛治
茂久田 翔
吉田 成人
寺川 宏樹
峠岡 康幸
越智 誠
中村 精吾
田中 信弘
橋本 邦宏
堀内 賢二

テーマ
ACP（アドバンストケアプランニング）について
関節リウマチ診療の概要
消化管内視鏡診療
心不全について
下気道感染症の抗生剤治療について
腎代替療法 ～腹膜透析について～
嚥下障害について（あるいは、障害について）
腰痛に対するプライマリー診療について
尿路感染症について
褥瘡について

※2021 年度の開催予定
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JR 広島病院の各診療科からメッセージ
消化器内科
消化器領域における各種疾患の診療をプライマリ・ケアから専門的治療にいたるまで、様々なレベルで行っ
ています。外来は、地域の医療機関からの紹介患者や救急搬送患者などを中心に、数多くの、多岐にわたる疾
患を診療しています。肝疾患、ピロリ菌感染などの専門外来も行っています。検査では、腹部超音波検査、内
視鏡検査を中心に指導医とマンツウマンで研修していただきます。さらに、消化管疾患、肝胆道・膵疾患にお
ける各種の内視鏡的治療（ESD、EST、ステント治療、PEG など）を行っています。
主任部長 峠 誠司
［研修スケジュール］
外来診療、検査、病棟回診／火曜日：入院患者・消化器カンファレンス

循環器内科
虚血性心疾患、不整脈、心筋症、心不全、末梢閉塞性疾患をはじめとする循環器疾患や、その基盤となる高
血圧、高脂血症、糖代謝異常、Multiple Risk Factor syndrome などの疾患の基本的な診療と臨床実地に即し
た技能の修得を目標とします。主な研修内容として、心電図、心臓超音波検査（経胸壁、経食道）、頚動脈エ
コー、冠動脈造影をはじめとするカテーテル診断・治療、心臓電気生理学的検査、ペースメーカー治療（一時・
永久）など。これらの検査・医療は循環器内科の医師が行っており、２ヶ月一緒に研修すれば循環器領域の一
般的な知識・技術は身につけることができます。
主任部長 寺川 宏樹
［研修スケジュール］
外来診療、検査、病棟回診、血管造影検査／月曜日：入院患者カンファレンス／火曜日：抄読会、循環器カン
ファレンス／木曜日：ペースメーカー植込術、心エコーカンファレンス／金曜日：シネカンファレンス

呼吸器内科
呼吸器疾患を中心に、内分泌・代謝疾患、自己免疫疾患、腎疾患など、幅広い疾患群に対する知識・技能・
応用力の修得を行います。肺癌、気管支喘息、間質性肺炎、肺感染症などの診断・治療をはじめ、急性・慢性
呼吸不全の呼吸管理などを研修します。糖尿病は、食事療法からインシュリン治療まで、膠原病と甲状腺疾患
は、鑑別診断と治療法について研修し、慢性腎疾患の診断についても知識を修得します。
当院では、総合病院というメリットを活かし、呼吸器疾患のみならず内科医としてのジェネラリストを養成し
ていきます。
主任部長 峠岡 康幸
［研修スケジュール］
外来診療、病棟回診、糖尿病教室／月曜日：外来化学療法、入院患者カンファレンス、呼吸器カンファレンス
／水曜日：気管支鏡検査／木曜日：外来化学療法

リウマチ膠原病内科
リウマチ膠原病は一つの病気で多彩な症状や臓器障害を同時に認める全身性疾患であり難しい領域と思わ
れがちですが、プロブレムリストを挙げ一つ一つ解決していくことはいずれどの診療科を目指すにも役に立つ
と思います。当科は見学で終わることなく初期研修医も私たちのリウマチケアチームに入って患者さんへ関わ
り、診断、治療を実践し学ぶことができます。
医長 茂久田 翔
［研修スケジュール］
外来・入院診療では指導医が初診患者さんの問診(プライマリー疾患から当科領域まで幅広い鑑別ができる攻
めの問診)、検査オーダー(一般血液検査：血算、生化学、尿検査、免疫血清学的検査、Ｘ線、エコー、ＣＴ、
ＭＲＩ検査)の適応と結果の解釈、手技としては一般採血、血液培養検査、血液ガス、関節穿刺・関節注射、
腹腔穿刺、胸腔穿刺、中心静脈カテーテル、末梢静脈挿入中心静脈カテーテル、関節エコー検査等の手技を指
導します。木曜日にカンファレンス、金曜日にミニレクチャーを行っています。
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外科/消化器外科
消化器外科（消化管・肝胆膵）および内分泌外科（乳腺・甲状腺）を中心とした症例を通して、外科基本手
技および周術期全身管理の習得、術前診断（理学的所見、画像診断）の習熟を行います。個々の臓器はもちろ
ん、全身を総合的に診る、身体だけでなく「心も診る」外科医を目指します。
研修にあたっては、経験豊富な指導医とペアを組みます。手術前には、指導医と術前診断および周術期管理に
ついて討議を行います。可能な限り多くの手術に助手として参加し、外科手術の概要を理解します。特に、鏡
視下手術を体験する機会が多いです。術後の全身管理を経験することにより、一般の重症患者の管理にも応用
できることを目指します。また、周術期管理はもちろんのこと医療の基本は栄養管理と考え、栄養サポートチ
ームの回診にも参加します。さらには、外科研修では文武両道も重視して、論文作成のバックアップも行いま
す。外科医を目指す方はもちろんのこと、他科志望の方にも役立つ外科研修プログラムです。
主任部長 矢野 将嗣
［研修スケジュール］
外来診療、手術（全麻下）
、病棟管理
火曜日：検査、手術（主に腰麻下）、外科病棟カンファレンス、消化器病カンファレンス、キャンサーボード
／水曜日：術前カンファレンス／木曜日：検査、栄養サポートチーム回診

小 児 科
小児のプライマリ・ケアの修得を目的とし、予防接種・新生児・乳幼児健診を中心とした小児保健の理解と
実行、一般のよくみられる感染症を中心とした小児科外来、入院患者の診断と治療、小児疾患への理解と対処
の仕方、基本的な診療手技（診察の仕方、採血、点滴など）の修得、小児科の診療録の記載と症例のまとめ、
乳児院などの小児施設の見学と小児の療育環境・子育ての理解を研修します。
主任部長 下薗 彩子
［研修スケジュール］
外来診療、病棟回診、予防接種／火･･･乳幼児検診

麻 酔 科
当科では麻酔管理を通じて患者の全身管理と治療及び疼痛治療の研修が基本となります。麻酔管理では、術
前診察により全身状態の把握、Informed Consent のトレーニング、術中の輸液管理、バイタルサインの把握、
術後の疼痛管理などを修得します。通常の喉頭鏡を用いた気管挿管だけでなく、エアウェイスコープや気管支
ファイバーを用いた気管挿管、ラリンゲアルチューブによる気道確保を習得します。
また、人工呼吸器についての知識と技術を修得します。疼痛治療は、術後患者の持続硬膜外神経ブロックや
薬物治療を経験することで、患者の苦痛を和らげることの大切さを理解します。
主任部長 久保田 稔
［研修スケジュール］
麻酔導入、術前診察

救急センター
当院は広島市を中心とした広島地区の二次救急病院となっています。昼間の一次･二次救急及び夜間の二次
救急病院群輪番制に参画し、内科系・外科系の救急患者を幅広く受け入れています。救急外来（ＥＲ）研修で
は主に、指導医のもとに救急搬送患者の初期診療を主体的に行い、 初期対応の知識や技術を習得し、適切な
対処が
できるように研修を行います。
主任部長 吉田 成人
［研修スケジュール］
救急外来診察
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整形外科
整形外科は、運動器（四肢および脊椎）の疾患を治療する診療科です。外傷（スポーツ、交通事故、労働災
害など）
、四肢関節を含む加齢変化（変形性関節症など）、脊椎脊髄疾患（頸椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症、
腰椎椎間板ヘルニアなど）、骨軟部腫瘍、炎症性疾患（関節リウマチなど）に加え、高齢社会により骨粗鬆症
に関連した疾患（大腿骨近位部骨折、脊椎椎体骨折）が増加しております。とくに、脊椎椎体骨折の初期治療
が不適切であると、疼痛が長引き健康寿命に影響を及ぼすことがあるので、今後、注意をしていかなければい
けない疾患だと思います。
当院整形外科では、脊椎脊髄疾患に対し手術用顕微鏡を用いた安全な手術を行っており、神経根由来の疼痛
に対しては神経根ブロックを行い保存的治療も行っています。関節外科として、股関節・膝関節の変形性関節
症に対し人工関節置換術を行っております。骨粗鬆症関連疾患（大腿骨近位部骨折、脊椎椎体骨折）も多く、
早期に日常生活に復帰できるよう手術治療を積極的に行っています。
主任部長 田中 信弘
［研修スケジュール］
手術、病棟回診、検査（脊髄造影・神経根ブロック）、月曜日：抄読会／火曜日：総合回診、術前症例検討会

産婦人科
正常及び異常妊娠、分娩、産褥の取り扱いを広島赤十字・原爆病院または市立三次中央病院で研修する。婦
人科手術患者の術前評価、治療計画の作成のために必要な画像診断（内視鏡検査、超音波検査、X 線検査、MRI
検査）を当院にて研修します。
手術においては、補助を行い手術の基本動作を修得します。産婦人科の代表的な良性腫瘍に対する診断およ
び治療に対応し、評価、治療計画の作成、治療を研修します。
主任部長 木谷 由希絵
［研修スケジュール］
モーニングカンファレンス、外来診療、手術、特殊検査、病棟回診、病例検討会、抄読会／水曜日：母親学級
／木曜日：週間カンファレンス

泌尿器科
尿路・男性性器疾患について、基本的診療、処置、手術を研修します。尿検査、超音波検査、Ｘ線検査、膀
胱鏡などの基本的検査の実技と結果の解釈などの修得を目指します。当科は、手術を中心とする泌尿器外科を
得意としており、１日平均入院患者は 10 人にも関わらず、年間手術件数は約 300 例となります。大いに手術
し、充実した研修生活にしてください。
主任部長 橋本 邦宏
［研修スケジュール］
外来診療、病棟回診、検査、手術／月･･･入院・外来患者カンファレンス／水･･･頻尿外来

眼 科
当院の眼科研修では、基本的な眼科疾患の理解と基本手技の獲得を目標とします。
研修を効率よく行うためには、高い意識はもちろんですが、環境も大切です。当眼科は、研修のための環境が
整っていると自負しております。視力検査、造影検査、ＯＣＴ撮影、視野検査等はＯＲＴが担当しており、検
査の基本を学ぶことができます。細隙灯顕微鏡カメラが各診療室にあるので、診察中の眼をモニター画面で見
ること、撮影することができるため理解が容易となります。眼科カルテシステムを使用しているので、分かり
やすく、カンファレンスや発表に有用です。手術は、年間 600 例を超え、翼状片手術、白内障手術、緑内障手
術、術後管理などを学べます。レーザー、硝子体注射、ボトックス注射も行っております。研修を通して、視
覚の重要性を認識し、眼科医療の理解を深めていただきたいと思います。
主任部長 田中 文香
［研修スケジュール］
外来診療、手術（水曜終日、金曜終日）
、特殊検査など
11

皮 膚 科
研修では、日常しばしば遭遇する疾患（例：湿疹皮膚炎群、蕁麻疹、皮膚真菌症）や皮膚科特有の疾患であ
る自己免疫性水疱症、炎症性角化症、皮膚（悪性）腫瘍等の診療に従事します。基本的診断能力のうち、特に
微生物学的、病理学的診断能力の向上に努めた研修を行い、また、内科等他科疾患を含めた広い視野での診療
の修得を目指します。熱意のある人を歓迎します！
主任部長 堀内 賢二
［研修スケジュール］
外来診療、病棟回診、病棟処置、手術

耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科領域の基礎的疾患について修得します。
・耳：中耳炎、耳あか、難聴、めまい、耳鳴り、補聴器の相談、耳のかゆみ
・鼻：花粉症、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、におい
・のど：のどの違和感・痛み、飲み込みが悪い、魚の骨、声のかすれ、いびき、扁桃炎
他 かぜ、咳、首のはれ、味覚、顔面神経麻痺、頭頚部腫瘍（診断）など。当科では、総合病院ならではの
CT、MRI 検査、入院や手術も行っています。完治をめざす病気だけでなく、症状の軽減を目指す病気について
も適切な説明を行い、患者さまのつらい症状に寄り添いながら、柔軟に対応することを心がけています。
主任部長 宮里 麻鈴
［研修スケジュール］
外来・検査・手術見学（火曜午後）

人工透析外科
①慢性腎臓病（CKD）患者さんの病態を把握し、腎障害の進行を抑えること②適切な時期に腎代替療法の説
明を行い、患者さんやご家族が納得した治療法を選択していただくこと③計画的に透析導入を行うこと④さら
に、安心・安全な透析が続けられる知識や技術が身につくように研修していただきます。また、透析を行う上
で必須のシャント作製術や修復、腹膜カテーテル留置術やトラブルへの対応も習得できるように指導していま
す。
主任部長 越智 誠
［研修スケジュール］
病棟回診、ＣＫＤ外来診療、透析アクセス手術、シャントＰＴＡ、透析センターでの研修／金曜日：症例検討会

リハビリテーション科
当院は脳血管障害の患者を中心に、様々な疾患の急性期から回復期まで、患者・家族のニーズに合わせて対
応できるリハビリテーション総合承認施設であり、運動機能の回復をサポートする理学療法士をはじめ、作業
療法士および言語聴覚士がさまざまなケアを行います。
入院患者及び外来患者を担当することにより、リハビリテーション診療における基本的な知識と技術、医師
としての基本的な態度を修得していくとともに、リハビリテーションの理念とチーム医療のあり方を一緒に考
え、学んでいきましょう。
主任部長 中村 精吾
［研修スケジュール］
月･･･整形外科抄読会、整形外科外来診察、リハビリ科ミーティング病棟回診、入院患者リハ評価
火･･･リハビリテーション科外来診療、リエゾン回診、診断書、病棟回診、予約診察（身障手帳等）
水･･･整形外科外来診療、義肢装具クリニックリハビリカンファレンス（月３回）
木･･･リハビリテーション科外来診療、診断書予約診察、検査、病棟回診
金･･･リハビリ科抄読会、リハビリテーション科外来診療
入院患者家族との定期面談（予約制）
、病棟回診
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放射線科
一般臨床医としての放射線医学の基礎的知識と技術（各種画像診断検査法の原理・適応、基本的読影法、造
影剤の使用法、核医学と放射線治療の基礎的知識）を修得します。なお放射線治療に関しては、隣接する広島
がん高精度放射線治療センター（HIPRAC）におけるプログラムを追加できます。
当院は日本放射線学会から放射線科専門医修練機関(放射線診断部門、核医学診療部門)として認定を受けて
います。読影はすべて 3D 構築が可能な高性能ワークステーションを完備した高精細モニターで行っており、
端末は計４式を常備していますので研修医の先生もすぐに読影トレーニングが可能です。ぜひ最先端の画像診
断の魅力を体験してください。
主任部長 伊達 秀二
［研修スケジュール］
透視検査（胃透視、注腸等）
、CT・MRI・RI 等、血管造影、放射線治療（HIPRAC）／火･･･消化器カンファレン
ス／木･･･放射線診断カンファレンス（広島大学）

緩和ケア内科
緩和ケアが世の中で誤解されやすいのは看取りの場所とされることです。我々の取り組みを見てもらいなが
ら、緩和ケアは、共に生きること、よりよく生きること、そして医療の礎になり、実践する医療のクオリティ
ーを上げることなどを実感してもらいたいと思います。そして各論的には、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的
苦痛、そしてスピリチュアルな苦痛への対応など学んでいただきたいと思います。
主任部長 沖政 盛治
［研修スケジュール］
新患外来、病棟回診、多職種カンファレンス、症例検討と講義など

健診センター
人間ドック・健診の普及をはかり、早期発見、さらには早期治療につなげいきたいと考えています。また一
般的な人間ドック・健診の項目にとどまらず心臓にフォーカスしたＭＣＧ検査、動脈硬化関連の指標として
smalldenseLDL 測定、LOXindex 検査、AGEs 検査を取り入れています。がん検診も加味したメンズドックコース、
レディースドックコースも設置しています。将来的には遺伝子検査も検討しています。人間ドックでの問診を
通じて総合的な診断能力を高めていきたいと思っています。
主任部長 野村 秀一
［研修スケジュール］
人間ドックや各種健診受診者の問診、各種検査結果からの総合判定

病理診断科
病理診断科はがん治療や感染症診療の基盤になる診療科です。病理専門医研修指導医の下で、全身臓器の細
胞診を含む生検材料および手術材料の病理診断を中心に研修します。外科、消化器内科、産婦人科、泌尿器科
等をローテーションした後に、将来専攻予定の専門領域に関連が深い臓器のみの病理診断学研修を行うことも
可能です。
主任部長 中山 宏文
［研修スケジュール］
術中迅速診断および病理解剖執刀（随時）
07：55－08：25 NEJM case records 早朝カンファレンス
08：30－10：00 組織診・細胞診サインアウト
10：00－12：00 診断困難症例再検討
13：00－14：30 肉眼臓器診断および切り出し
14：30－17：15 病理組織診断下見および病理解剖症例総括、
院内カンファレンス・学会発表
準備および論文執筆（症例報告、病理診断学的研究）
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協力型病院について
協力型臨床研修病院
県立広島病院
所在地

〒734-8530 広島県広島市南区宇品神田 1 丁目 5-54

広島赤十字・原爆病院
所在地

〒730-8619 広島県広島市中区千田町 1 丁目 9 番 6 号

市立三次中央病院
所在地

〒728-8502 広島県三次市東酒屋町 10531 番地

医療法人翠清会 梶川病院
所在地

〒730-0053 広島県広島市中区東千田町 1 丁目 1 番 23 号

医療法人社団更生会
所在地

草津病院

〒733-0864 広島県広島市西区草津梅が台 10 番 1 号

精神科

産婦人科

麻酔科

産婦人科

脳神経内科

精神科

臨床研修協力施設
医療法人たかまさ会 山﨑病院
所在地

〒732-0032 広島県広島市東区上温品 1 丁目 24-9

広島がん高精度放射線治療センター(HIPRAC)
所在地

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 3 丁目 2-2

社会医療法人近森会 近森病院
所在地

〒780-8522 高知県高知市大川筋 1 丁目 1-16

国民健康保険 平戸市民病院
所在地

放射線治療科

救急科

地域医療

〒859-5393 長崎県平戸市草積町 1125-12

広島市東保健センター
所在地

地域医療

〒732-8510 広島県広島市東区東蟹屋町 9-34

地域医療
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研修医からメッセージ
よし だ

み さ

由田 実沙

先生

2020 年 4 月 初期臨床研修 開始
【取材時 研修医 1 年目】

色々な病院を見学しましたが、自由度が高く、穏やかな先

――今は救急部門での研修をされていますが、スケジュール等

生たちの多いＪＲ病院に決めました。

はありますか？

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。

特に決まっていません。研修医室で勉強していて、救急車が

大学は県外でしたが、地元の広島に戻ってこようと思って

来るとなったら呼ばれます。誤嚥性肺炎とか尿路感染の患者

色々な病院を見学して、JR は過ごしやすそうだなと思いまし

さんが多いですね。たまに重症で緊急オペが必要な方とかもい

た。人も優しいし、色々な面で自由度が高いし、研修医の先

て、うちでオペできない場合は搬送についていくこともあります。1

生たちもマウントを取り合ったりするような雰囲気がなくて穏や

日に 3～5 台くらい救急車が来るので、まず研修医がファースト

かでした(笑)。穏やかに過ごしたかったので、ここに決めまし

タッチをして、検査をオーダーします。基本的には任せてもらえ

た。

て、難しい症例は上の先生を呼びますね。重篤な方は多くな
いですが、心筋梗塞疑いの患者さんですと、最初から上の先

――不安な点はありませんでしたか？

生も来てくれます。

規模としては 1 学年 10 人前後の病院を多く見学したの
で、JR は 1 学年 4 人で少ない方でしたが、研修医室が和気
あいあいとしていて良い雰囲気だったので安心しました。二次
救急で重症の患者さんが来ないので、症例的には少し不安

――待遇面に関してはどう思いますか？
立地やキレイさ、仕事内容なども考慮して良い待遇だと思
います。当直代も他病院と比較して多いと聞いています。

でしたね。進路によるとは思いますが、もっと救急患者さんの
多い病院の方が、2 年間でできることは多いのかも、とは思い

――当直のシフトは自分たちで決めるんですよね？

ました。

そうなんです。基本的には自分たちで相談して決められるの
で、他の病院の方には驚かれます。診療科の忙しさにもよりま

――進路は決めていますか？
まだ決めてないです。最初は内科かなと思っていたのです

すが、次の日は午前のみのシフトにしてお昼で帰れることが多い
ですし、比較的ホワイトな職場だと思います。

が、迷い始めました。JR はローテする科を自分で決められる
し、眼科や皮膚科、耳鼻科などマイナー科も割と揃っているの
―
で、2 年の夏までにこういった科をローテートしながら決めていこ

――研修医になる方へ、一言メッセージをお願いします。

うと思います。

中で変更も可能です。私のようにどの科に進むか迷っている人

JR 広島病院は診療科の自由選択期間が十分にあり、途
にもおススメです。
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てらがわ ゆう き

寺川 雄貴

先生

2020 年 4 月 初期臨床研修 開始
【取材時 研修医 1 年目】

１診療科に研修医１人で、症例や手技を独占しておしえて

もらったり、外科縫合もたくさんさせてもらったりしました。セミナ

いただけます！

ーも色々とあって、外傷の JATEC というガイドラインの内容を

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。

おしえてもらったり、心エコーの見方、肺血栓塞栓症患者さ

4 人という少人数の定員と、研修プログラムの内容が魅力

んを診る時にどんなガイドラインで治療を進めていくかなど、勉

的だったことです。基本的に 1 診療科に研修医 1 人なので、

強させてもらいました。みなさんにも勧めたいですね。

症例や手技を独占しておしえていただけます。わからないことが
あってもすぐに聞けるので、ここで研修ができて良かったです。

――現在研修中の外科での 1 日の流れをおしえてください。

見学には、同規模の病院、大規模病院、地方の病院も

朝病棟の患者さんを診に病棟に上がって、問診などをし

行きました。同規模の病院と比べても、JR では抄読会ができ

て、カルテ記載を行います。だいたい月水金に手術があるの
2020 年 4 月 初期臨床研修 開
ですが、そういう日はすぐ手術に入ることがほとんどです。今日
始

るなど、研修内容が優れているように感じました。立地的に
も、広島駅からすぐなので新幹線や空港へのバスにすぐ乗れる
し、レストランもたくさんあるので便利だと思います。

は手術がないので、9 時半から病棟患者さんの回診をして、
【取材時 研修医 1 年目】
ガーゼ交換などの処置を行いました。手術ではＳ状結腸癌
や直腸がんのオペがあって、3,4 時間くらいでした。手術の時

――ローテーションはどのように決めましたか？

は、術野を確保するために筋鈎という器具をもって術野を広

4 週ごとの希望を提出します。まずは 1 年目に必修をなる

げたり、最後に手術が終わる前に皮膚縫合を行ったりしてい

べくまわりたいと思っていましたが、救急の研修ができる高知県

ます。あと腹腔鏡の手術もあるので、そういう時はカメラをずっ

の近森病院も早めに入れさせてもらいました。

と持ちます。筋肉痛になるし、体力がいりますね。その後はだ

近森病院は、やはり救急の数が多くて、日中で 10-15 台

いたい 19 時くらいまで残って勉強しています。

くらいで、当直の時も 15 台くらい来ていました。うちだと多い日
でも 4,5 台です。あと、近森病院は救命救急センターを併設

――今後研修医になる方にメッセージをお願いします。

しているので、多発外傷とか脳卒中、骨折とかそういった疾患

最初は学生の時の景色しか知らなかった自分が、今は

も見られるのが良かったです。外傷の時に FAST というエコーを

色々な診療科をまわって、患者さんのマネジメントの仕方と

あてて、胸水とか結腸とか腹水がたまってないか、腹腔内出血

か、救急ではこういうことをするとか、一人でもある程度わかる

がないかを確認する検査をさせてもらいました。あとは、気胸の

ようになってきました。研修に不安がある方も、ここでは丁寧

時にドレナージを行うんですが、ドレーンを入れる処置をさせて

におしえてもらえるので、オススメです。
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はるやま

ゆうた

春山 悠太

先生

2020 年 4 月 初期臨床研修 開始
【取材時

スタッフ同士の距離が近く、雰囲気の良い病院です。研修
医が可愛がってもらえます！

研修医 1 年目】

――当院にない診療科だと不安ではないですか？
不安はあります。でも、大学に相談したらそれは問題ないと

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。

言っていただきました。それでも不安ですとお伝えしたら、JR 広

最初の印象はとにかくキレイというのが大きくて、見学に来て

島病院の糖尿病外来に来ている先生に話を聞いてみたらい

みたらみなさん人当たりが良かったですね。他にも見学は行き

いよと言っていただいて、その先生に良くしてもらっています。今

ましたが、広島大学病院で実習した後に病院見学に行くと、

後院外研修に行く時も、その病院の糖尿病内科の先生に話

ちょっと古いと感じる病院も多くて。あと、忙しくて結構ピリピリし

を伺おうと思っているので、ある程度情報を得た状態で入局

ている病院もあると思うんですけど、ここはみなさんちゃんと挨

できるかなと。専門的な知識は今後身につけていけると思うの

拶してくれるし、コメディカルの方も含め距離が近くて、規模的

で、今は基本的な救急対応を経験しておけるように頑張ろう

にも良いと思いました。他の病院からきた先生たちも、この病

と思っています。

院は雰囲気が良いって言っていました。
2020 年 4 月 初期臨床研修 開始
【取材時 研修医 1 年目】
――実際に研修を始めていかがでしたか？

――研修医になって変化したことはありますか？
正直、まだ自信のないことが多いです。今になって、大学の

環境はやっぱり良かったんですけど、僕は結局ここにはない

2,3 年生の時に勉強したことをもっと覚えておけたら良かったな

診療科を考えているので、科がすべて揃っていないというのは

と思います。あとは、社会人になって自分は医者のことしか知

ありますね。でも脳神経内科は梶川病院に研修に行けるの

らないなと思いました。医者といっても社会人なので、社会人

で、行こうと思っています。

としての常識をきちんと身につけないと、と思って行動していま

先生方も優しいし、若い先生が多くない(笑)ので、研修医

す。

は可愛がってもらえます。一日中オペが入っていて指導医に声
をかけられないという病院ではないので、先生方に質問させて
いただきやすいです。
―
――どの診療科を考えているんですか？
糖尿病内科です。最初は他の内科も考えていたんですけ
ど、色々と話を聞いて、今後の働き方を考慮して決めました。
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――今後研修医になる方にメッセージをお願いします。
JR 広島病院は職員同士の雰囲気が良い病院で、よっぽ
ど誰かと話すのが面倒という人でなければ（笑）、ちょうど良
い規模だと思います。是非見学に来てください！

あおえ

こうへい

青江 耕平

先生

2020 年 4 月 初期臨床研修 開始
【取材時 研修医 1 年目】

労働環境がしっかりしていて、指導医・上級医の先生にも
相談しやすい病院です。

――他にはどのような学びがありましたか？
循環器内科だと結構自分たちにも仕事を振ってくれることが

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。

多くて、点滴などをオーダーしたり、紹介状を書いたり、割と主

自分はもともと病理志望だったので病理がある病院に絞っ

体的にさせていただけます。あとできるようになったこととしては、

ていて、あまりにも忙しい病院だとついていけないんじゃないかと

採血や真皮縫合ですね。それが少しだけできるようになりまし

いう心配もあったので、中規模病院で探しました。JR 広島病

たけど、まだ手が震えます(笑)。

院には 2 回見学に来させてもらったんですけど、指導医の先
生がみなさん情熱的で(笑)。病理の実習にも 2 週間来させ
てもらいました。

――研修の環境はどうですか？
ホワイトだと思います。当直の後は半日で帰れるなど、労働
環境はしっかりしていると思います。内科では、土日どちらかは

――病理を志望している理由をおしえてください。

患者さんの様子を見に行ったりもしていましたけど、それ以外に

ポリクリなどで、自分は患者さんと直接接するよりも、縁の

土日出勤は多くないですね。一度くも膜下出血の患者さんの

下の力持ちのような役割を担いたいと思って、病理の働き方

搬送についていったことがあります。当直は月 3 回程入ってい

に魅力を感じていました。今ちょうど病理をローテートしていま

て、患者さんは一晩に 2,3 人のことが多いですね。

すが、実際にやってみたら学問としての病理もいいなと思ってい
ます。指導医の中山先生がまだ見ていないできたての標本
を、本を参照しながら診断して、先生が見られた時にフィード
バックをしてもらっています。

――研修医の先生同士の仲はどうですか？
研修医室にみんな一緒なので、仲は良いですよ。車の話と
かバチェラーの話(笑)とかもしますし、次ローテートする科のこと
を 2 年目の先輩に聞くなど気軽にできる環境です。

――ローテートした科で印象的だったことはありますか？
外科はカメラ持ちとか、まさに医師という感じでしたね。ヘルニ

――研修医になる方へ、一言メッセージをお願いします。

アのカメラ持ちをした時に上手だねと言ってもらえて、自分はカ

当院は研修担当の中山先生を始め、先生に相談しやすい

メラ持ちが上手いんだと思ってしまっていて。その後急性胆嚢

環境があります。見学などで、一度来てもらえると雰囲気が分

炎のカメラ持ちをやった時に全然ダメで、画面が寄ってるぞって

かると思いますので、お待ちしています。

結構怒られたのがしんどかったです(笑)。初めての胆嚢炎の手
術だったのと、前に長いオペがあって疲れていたんだと思いま
す。外科は体力が大事ですね。
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み の

ま の

美野 真乃

先生

2021 年 3 月 初期臨床研修 修了
【取材時 研修医 2 年目】

個々の融通が利きやすく、希望に沿った病院ができる病院です。

病院で、講義で学ぶことも多く、内科を目指す人には特にオススメです。

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。
私は育児をしているのですが、JR 広島病院には産休をとられている研
修医の先輩がいて、育児に寛容で融通が利く、希望に沿った研修ができ
るというのが決め手でした。
３年目に手技ができないと苦労すると聞いて、手技を経験させてもらえ
るというのも選んだ理由です。実際にやりたかったことは経験できました。例

――当院の待遇についてはどう思いますか？
うちより良いところは聞きません(笑)。お給料に関しては郊外の方が良
いと思いますが、市内で休みがきちんととれて、当直日を基本的には自分
で決められて、研修医の意見も通りやすい。これ以上の環境はない気が
します。

えば麻酔科で脊椎くも膜下穿刺をしたのですが、私は腫瘍内科を志望し
ていて、抗がん剤をそこから入れることもあって、経験できて良かったです。

――意見が通りやすいというのは？

３年目の病院の面接でも、「挿管ができますか？」という質問があって、循

私は研修が始まる前にこの科でできるようになりたいことを考えていて、3

環器内科や人工透析外科、地域医療研修の山﨑病院などで 10 回以

年目以降で必要だから脊椎麻酔をやりたいとか、手技を優先させてくださ

上はやったので、自信を持って答えられました。

いとか、そういったことを先生がちゃんと聞いてくれて、希望に沿おうとしてくだ
さるんです。研修部長の中山先生が窓口になって研修医の意見を聞いて

――腫瘍内科に進むことはいつ決められましたか？

くださるので、ほとんどの希望は優先してもらえると思います。

学生の時からがんに興味がありました。緩和の施設でボランティアをした
時も、患者さんとのコミュニケーションも興味深いと思いました。ただ、治療

――美野先生が主導で研修会をされていますよね？

するとなると、放射線科や外科はあまり向いてないと思って、患者さんの近

はい。高知県の近森病院に研修に行った際に CT を見ることが多くて、

くで主治医として診られる内科の中でも、がん治療のための腫瘍内科が

その経験を参考に画像の勉強会を始めました。1 年目に放射線科をまわ

盛んになりつつあると知って、志望しました。乳腺外科なども考えましたが、

った時に全然所見がわからなくて、ただ目にしているだけでも違うのではと

絞らずに全部診られるようなところに興味がありました。

思ったんです。ルーティーンとしてやるだけでも、1 年目の先生たちも意識す
るようになってくれていると思うので、やってみてよかったです。

――高知県近森病院の救急研修はいかがでしたか？
救急の病院なので、研修医が重要なマンパワーなんです。全てを研修

――これから研修医になる方へ、メッセージをお願いします。

医にさせてくれるので、一回一回アセスメントして、動けるようになっていき

初期研修先は、とにかく体で覚えるという病院も人気ですが、私は本を

ました。救急で何をするかを直感的に学ぶ場でした。三次救急で症例が

開いて勉強する時間も必要だと思います。当院は徐々にできるようになっ

多く、外傷や精神外科的なものなど色々と診られます。教育熱心な

ていこうというスタイルで、自学がしやすい環境です。基本プログラムと合わ
せて外の病院をうまく選択し、バランスの良い研修ができると思います。
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おおか

なお や

大可 直哉

先生

2021 年 3 月 初期臨床研修 修了
【取材時 研修医 2 年目】

リウマチ科のある病院は限られますが、JR は研修医専用の
部屋があって、キレイで、設備が一番でした。

――２年間での学びについておしえてください。
学生の時には行ったことがなかった、採血、ルート、血ガス

――JR 広島病院を研修先に選んだ理由をおしえてください。

など基本的なことに加え、リウマチ関係だと関節の診察などが

もともと膠原病リウマチ科に興味があって、リウマチ科のある

できるようになりました。教育熱心な先生もいらっしゃって、研

病院は広島市内だと限られてしまいますが、JR 広島病院は

修医の勉強会も開いていただくなど、ありがたいです。今は心

研修医専用の部屋があって、キレイで、設備としては一番だと

電図について勉強していますが、自由参加なので参加する人

思いました。当直に入る日を自分で決められるのも魅力的で

もしない人もいます。

したね。
――院外での研修はいかがでしたか？
――2 年間のローテーションはどのように決めましたか？
リウマチに関係のある科として眼科や皮膚科、画像の勉強
をしたくて放射線科をローテートしました。リウマチ科では、１

県立広島病院での精神神経科研修では、指導医の先生
のおかげでとても興味深い研修になりました。同期の研修医
の方たちが歓迎してくれたので、やりやすかったですね。

年目の 4 月、10 月、修了前の今も研修していますが、少し

山崎病院での地域医療研修は、特に内科を目指す人に

ずつできることが増えてきました。リウマチ科への入局も決めた

はとても良い経験になると思います。自分で方針を立てたり、

ので、３年目の４月からスタートダッシュできるように、今は専

初めて自分が主治医として IC したりとか、色々と経験させて

門的なことも指導していただいています。

いただけました。

――１日の流れをおしえてください。

――これから研修医になる方へ、JR 広島病院の魅力をおし

朝はまず病棟をまわって、昼過ぎまで外来を見学して、午

えてください。

後はカルテを書いたりレポートを書いたりします。午後は比較

JR 広島病院では、基本的に一つの科に一人の研修医がま

的自由ですね。机で勉強する時間も結構とれます。忙しすぎ

わるので、経験できることが多いのが魅力です。指導医の先

る病院だと、勤務時間内に調べごとなどが難しかったりすると
―
思いますが、うちは比較的他の病院よりそういった時間がとり

生方との距離が近く、自分がやりたいと思ったことは何でもやら

やすいと思います。

相談してみてください。

せてもらえる環境なので、疑問や不安がある方は是非一度
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臨床研修医募集要項
応募・選考について
■
■
■
■
■
■

募集人数 / ４名
応募資格 / 医師国家試験受験予定者及び医師国家試験に合格した者
選考方法 / 応募書類 + 面接
試験会場 / JR 広島病院
試験日 / ２０２１年８月１７日（火） 都合がつかない場合は相談に応じます
応募書類 / 履歴書（自由様式）
、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書、小論文※
※小論文
以下の両テーマについての小論文を他の応募書類と一緒にご提出ください。
・当院での初期臨床研修を行いたい理由（６００～８００字）
・自分が目指す医師像（６００～８００字）
様式は自由ですが、当院のホームページでもダウンロード可能です。
http://www.jrhh.or.jp/kenshui/yoko.html
■ 応募締切 / ２０２１年８月１１日（水）
■ 応募先
〒７３２－００５７
広島市東区二葉の里三丁目１番３６号
医療法人 JR 広島病院 事務部総務企画課 初期臨床研修担当者 宛
■ その他
当院は、医師臨床研修マッチングに参加します。在籍中のアルバイトは一切禁止しております。

待遇について
■ 身分 / 専門職員
■ 給与 / １年次 月額 300,000 円

２年次 月額 310,000 円

■ 賞与 / １年次 年額 390,000 円

２年次 年額 403,000 円

■ 当直手当 / 25,000 円/回（月最大 4 回まで）
■ 超過勤務手当 / 有
■ 通勤手当 / 最大 100,000 円まで
■ 賃貸住宅補給金（住宅手当）/ 最大 27,000 円/月
■ 勤務時間 / 日勤 8：30～17：15（内 1 時間休憩）
当直日 8：30～22：00（内 2 時間半休憩）※当直 22：00～翌 8：30
当直明け 8：30～13：00（休憩なし）
■ 休日 / 118 日 （土・日・祝・年末年始（12/30-1/3）はすべて休日）
■ 年次有給休暇 / １年次 10 日間

２年次 15 日間

■ その他
健康診断年 2 回、各種保険有（協会けんぽ、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保険、医師賠償責任
保険、学術講演会・各種セミナー等出席有、研修医手帳、院内保育園有、借り上げ寮有（35,000 円/月）
院内保育園について

病院見学の内容

名称：のぞみ保育園

内容：希望診療科見学（1～2 診療科）、

開園時間：7：30～18：30（延長保育 19：00 迄）

教育研修部長面談、研修医との話

開園日：月曜日～土曜日（日、祝、年末年始休）

受付：随時

種類：月極保育、病児保育、一時預かり保育

申込方法：次頁の申込書を FAX もしくはメール
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ＪＲ広島病院 事務部総務企画課
初期臨床研修担当者宛

FAX 082-262-1499
初期臨床研修医 病院見学会 申込書
TEL 082-262-1170 へお気軽にお問い合せください。病院見学をお申込みの方は、
下記用紙をご記入の上、082-262-1499 へ FAX 送信をお願いします。
または、下記内容をメール（saiyou@jrhh.or.jp）にてお送りください。
第１希望日

令和

年

月

日

（

）

第２希望日

令和

年

月

日

（

）

第３希望日

令和

年

月

日

（

）

見学希望日
※必ず第３希望日まで
ご記入ください

氏

名

生年月日（年齢）

昭和 ・ 平成

年

大 学 名（学年）

月

日

（

大学

才）
年生

現住所
連 絡 先
T E L
メールアドレス
見学希望診療科

①

②

③

ご質問
ご要望等

見学者の個人情報についきましては、見学に必要な範囲内で利用致します。
また、見学者の同意なく他の目的での利用や、個人情報を第三者へ提供することはありません。

担当者：教育研修部長 / 研修管理委員長 中山 宏文
事務部総務企画課 初期臨床研修担当者

【病院アクセス】

［病院アクセ

ス］

JR 広島病院 初期研修のご案内
更新日

2021 年 5 月 1 日

製作者

JR 広島病院
〒732-0057
広島市東区二葉の里３丁目 1 番 36 号
TEL

問い合わせ

082-262-1170

事務部 総務企画課 初期臨床研修担当者

