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金沢市立 
 

 

🌸医学教育について思うこと🌸 

 平成 29 年度がいよいよ始まりました。本年度は、地域医療構想、地域医療 

計画の策定、平成 30 年度の医療診療報酬・介護診療報酬の同時改定と 2025 年 

問題への対応が一気に行われる年となります。このような時こそ、それぞれの 

かかりつけ医、病院が将来の医療の問題をしっかり考え、自分たちの施設が 

はたす役割を明確にし、対応する必要があります。 

 さて、紆余曲折していた専門医制度が平成 30 年 4 月から施行されることと 

なりました。総合医の問題などまだはっきりしない面が多くありますが、 

その他の領域においては学会においてつくられたプログラムにより専門医の養成が行われます。 

総合医の問題、ダブルボードの問題、サブスペシャリティーのプログラム問題など今後の動きを注

視する必要があります。専門医制度の問題で取り上げてこられなかった問題として、従来の医師は、

かかりつけ医にしろ勤務医にしろ 50％強の医師しか専門医を取得していないことです。専門医を

持たない医師たちがどのように対応すればよいのかは今後十分議論する必要があります。また、医

師の生涯教育の全体設計における専門医教育の位置づけも明らかではありません。日本医師会は、

かかりつけ医研修制度を設立しましたが、専門医制度との関わり、連続性などこれから考えていか

ねばならないと思われます。 

 医学教育における卒前・卒後教育の改革案も提出されました。国際基準に沿った医学教育機関に

なること、コアカリキュラムにおける臨床実習のさらなる充実、卒前・卒後教育の連続性と目標・

評価の明確化等教育体制も大きく変わろうとしています。近年医学臨床教育における一般病院での

教育が注目されています。Community-based education と言われ、一般的疾患を繰り返し診

察することで臨床能力が効率的に養成されるという考え方です。医師の教育においては、卒前・卒

後教育、専門医教育、生涯教育が互いに連携し、医師の能力・技術の発展維持することが重要と思

われます。 

 金沢市立病院では、医師をはじめとする医学・医療教育は病院の機能を維持するうえでも重要と

考え、医学生、看護学生、検査技師学生、薬学生やリハビリ学生の受け入れを積極的に行っており

ます。医学教育は、病院だけでなくかかりつけ医の先生方と協力し行う必要があります。ご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

🌸地域連携室新メンバー紹介🌸 
 4 月から地域連携室メンバーに豊秋ソーシャルワーカー（担当室長補佐）、廣田退院

支援看護師、太田事務員が新たに加わりました。今年度も高桑地域連携室長、長谷川地

域連携師長のもとスタッフ一同頑張ってまいりますので、宜しくお願いいたします。 

金沢市立病院 地域連携室 
TEL:245-2626   FAX:245-2693 

お問い合わせ・ご予約などお気軽にご連絡ください。 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp 

 

病院事業管理者 

（兼）病院長 

髙田 重男 

🌸新任研修医紹介🌸 
 

4 月から２年間 金沢市

立病院にて研修させてい

ただきます。分からない

ことばかりで ご迷惑を

おかけしますが、精一杯

頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

 この春、北海道から参り

ました。金沢に住むのは初

めての経験であり、早速美

しい桜を見ることができて

嬉しく思っています。2 年

間よろしくお願いします。 

研修医（基幹型） 

三
さん

治
じ

 菜摘
な つ み

 

[趣味]読書、ゴルフ 

研修医（基幹型） 

堀内
ほりうち

 麻衣
ま い

 

[趣味]ピアノ演奏、読書 

■平成２9 年４月１日より臨床研修医 4 名が着任しました。よろしくお願いいたします。 

研修医（基幹型） 

小林
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 昇
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平
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[趣味]運動 

 

研修医（協力型） 

楠目
く ず め

 祐基
ゆ う き

 

[趣味]楽器（エレキベース） 

 

 

 平成 29 年 3月に金沢医科

大学を卒業し、本年度より金

沢市立病院で 1 年間研修させ

ていただきます。 

まだまだ至らない点もある

かと思いますが、頑張ってい

きますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

２階退院支援室 １階地域連携室、入院センター 

前列左より村上主任師長、豊秋担当室長補佐、

高桑室長、太田事務員 

後列左より北村主任、東原入院センター事務

員、長谷川地域連携師長、東事務員、加治事務員 

左より木舩ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、中川ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、

豊秋ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、當間退院支援看護師、

廣田退院支援看護師 

 今年 3 月に金沢医科大

学を卒業しました。分から

ないことばかりで、ご迷惑

をおかけしますが、どうぞ

よろしくお願いします。 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp
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■平成２９年４月１日より腎臓内科１名、消化器内科１名、耳鼻咽喉科 1名、脳神経外科１名、

麻酔科医師 1 名の医師が着任しました。 

新任医師５名を含め、２９年度は医師４３名体制で診療に当たります。病診連携でお世話に

なりますので、よろしくお願いいたします。 

🌸新任医師紹介🌸 

消化器内科 

大和
や ま と

 雅敏
まさとし

 

[趣味]散歩 

[特技]早寝 

腎臓内科 

山口
やまぐち

 かおり 

[趣味]旅行 

[特技]スポーツ、すぐ寝れること 

  

耳鼻咽喉科 

中西
なかにし

 清
さや

香
か

 

[趣味]美術館めぐり 

 

脳神経外科 

赤池
あかいけ

 秀一
しゅういち

 

[趣味]テニス、マラソン 

麻酔科 

加畑
か ば た

 千春
ち は る

  

[趣味]読書 

医師 8 年目、消化

器内科の大和雅敏

です。他の先生方と

協力してよりよい

医療の提供を心掛

けます。よろしくお

願い致します。 

金沢医療センターからの異動

で 4 月から勤務となりました。

専門分野はもちろんですが、救

急医療や災害医療にも貢献でき

ればと思っています。よろしく

お願いいたします。 

 平成 13 年金沢大学卒で大学

病院などに勤務し鼻科学を中心

に診療してきました。患者さんに

安心感・満足感を感じてもらえる

ような診察を心がけたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

金沢大学病院から

の異動で 4 月からお

世話になっています。

手術麻酔 緩和ケアに

おいても、患者さんの

苦痛を少しでも軽減

できるよう努めてい

きたいと思います。よ

ろしくお願いいたし

ます。 

 4月から金沢市立

病院で勤務させてい

ただいています。地

域住民の方々のお役

に少しでも立つよう

に精一杯がんばりま

す。どうぞよろしく

お願いします。 

 

『ホスピタリティ・アートプロジェクト 病院を安らぎの空間に』 

高田重男・横川善正 監修 新潮社より本年 3 月発刊されました。 

アートと医療・介護・福祉が融合した時、病院に「安らぎの空間」

が誕生しました。病気を抱えている方の生活の場としての病院から地

域住民の方の生活の場としての病院を実現します。当院と金沢美術工

芸大学が連携して生まれた、「ホスピタリティ（おもてなし）・アート」

10 年の記録をこの 1冊にまとめました！ 

ホスピタリティとは「人を思う気持ち」、ユーモアは「こころの点滴」、

ぜひともお読みください！ 

 

🌸ホスピタリティ・アートプロジェクト本発刊🌸 

 

３月１２日（日）に金沢ニューグランドホテルに於いて開催されました市民公開 

講座について報告いたします。本事業は、平成 28 年度石川県高度・専門医療人材 

養成支援事業として、特定非営利活動法人 日本高血圧協会、メタボリックシンド 

ロームケア研究会、石川県臨床内科医会、石川県栄養士会医療専門部が共催 

（後援 石川県、金沢市）し、市民公開講座「健康長寿のための高血圧・メタボ対策」 

を開催致しました。およそ 100 名の県民の方に参加していただきました。 

日本高血圧協会石川県支部 髙田重男支部長の開会の挨拶の後、講演 1 では 

「高血圧の予防と対策」について私より話をさせていただきました。講演 2 では 

「地域で取り組む生活習慣の改善」について、当院生活習慣病センター看護師 福田ルリ子主任師長

より、生活習慣の改善に向けた 6 ヶ月間のメタボリックシンドローム支援外来の取り組みについて

発表をしていただきました。平和町商店街との共同企画で、市立病院横にありますレストラン「ビス

トロ風」の、“美ヘルシーランチコース”、 “減塩コース”、 “糖尿病コース”のメニューが紹介されまし

た。 

この後、当会で 2015 年 3 月に発刊しました“おいしい百万石減塩レシピ”より、6 品を金沢ニュー

グランドホテルのシェフに調理をお願いし、参加の方々に減塩レシピの料理を試食していただきまし

た。講演 3 では、石川県栄養士会医療専門部理事 井上好美管理栄養士より、試食メニューの内容、

だしを利用した減塩調理法の解説を交え、「やさしい味に、しまった体」について、発表をしていた

だきました。 

美味しく食べて、健康長寿を達成する生活のコツを皆様につかんでいただけたのではないかと思い

ます。 

🌸市民公開講座🌸 

🌸「健康長寿のための高血圧・メタボ対策」🌸 

腎臓内科長 

（兼） 

地域連携室長 

高桑 浩 


