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山形市立病院済生館

消化器内科

Yamagata City Hospital SAISEIKAN

【病院の特色】
明治6年創立後、太政大臣三条実美に
「済生館」
と命名された歴史ある病
院であり、現在も山形市を中心とする二次医療圏の中核病院として、市民
の方々に適切な、
また思いやりのある心のこもった医療を提供していると自
負しています。
研修医の教育には、臨床研修指定病院に認定される前から力を入れてまい
りました。医師として産声を上げた最初の教育が肝心と考え、単に医術を教
えるのみでなく、全人的な教育を目指しております。
マッチング参加の有無

【病院概要】

参加します

詳細はHPへ
http://www.gonryo.com/guide/yamagata/saiseikan.pdf

病院長

平川

秀紀

所在地

〒990-8533 山形市七日町 1-3-26

TEL

023-625-5555

FAX

023-642-5080

E-mail

kensyu@saiseikan.jp

URL

http://www.saiseikan.jp/

病床数

585 床

【学生へひとこと】
当院は地域医療支援病院としての役割を果たすべく、紹介患者さまの高
度な専門的診療と24 時間救急医療に力を注いでおります。
プライマリ・ケ
アでは、救急室でのファーストエイドのみならず、
コモンディジーズや原因不
明疾患の充実した研修ができるよう取り組んでおります。
そして研修終了
時には、研修医のほとんどが「どんな患者さまがいらしても困らない」
と言っ
てくれております。ぜひ、見学にいらっしゃって、当院の研修医の姿を見、声
を聞いてみてください。

【診療科目】
消化器内科

呼吸器内科

循環器内科

糖尿病内分泌内科

腎臓内科

血液内科

神経内科

小児科

皮膚科

放射線科

外

内視鏡外科

血管外科

乳腺外科

整形外科

脳神経外科

泌尿器科

産婦人科

耳鼻いんこう科

麻酔科

歯

科

内

眼

科
科
科

脳・血管放射線科

【病院基本理念】
生命の尊厳と人間愛を基本として、みなさんの健康を守るため、
保険・福祉と連携し、地域基幹病院としての使命を果たします。

【地域自慢】
山形市の中心部に位置し、交通の便が良く、飲食や物販も便利です。病
院周辺には親水広場や霞城公園があり、憩いの空間も充分にあります。
明治11年に医学校併設官立病院として建設され、東北の近代医学の曙
光となった
「旧済生館本館」
をはじめとして、数多くの歴史的建築物が残る
落ち着きのある都市であり、牛肉、果物、
日本酒、
ワインなど、多くの特産品
を有します。蕎麦や芋煮など県外の方から喜ばれる食べ物も多く、花笠祭
り、大花火大会、国際ドキュメンタリー映画祭など、多くのイベントが開催さ
れています。

NPO 法人艮陵協議会は、卒業臨床研修の充実を図ることを通して研修医の指導医の要請と地域医療の発展を支援し
ています。個人・団体の正会員、賛助会員を募集しております。お気軽に事務局までご連絡ください。

事務局 E-mail

info@gonryo.com

臨床研修に関する情報は HP をごらんください。

艮陵協議会HP

http://www.gonryo.com

ほっ と す る

蔵王温泉
冬はスキー、夏は高原トレッ
キングが楽しめる、言わずと
知れた観光地。なかでも温
泉でのひとときは、あらゆる
疲れを吹き飛ばしてくれます。

周辺のおすすめスポットをご紹介します

串幸

良き医者たれ

病院のすぐそばにあるシックな雰囲
気の串揚げ専門店。研修医の打
ち上げでもよく利用します。美味し
い串揚げはもちろん、ワインも美味
しく、素敵な時間を過ごせます。

〜患者さんを家族として〜

山形県山形市七日町 1-2-48
023-641-0330

ホテルメトロポリタン山形 最上亭
山形駅のメトロポリタンホテル 2F にある
高級日本料理店。山形県産の素材を利
用した日本料理・鉄板焼など、旬の味、
郷土の味が楽しめます。
山形県山形市香澄町１-１-１
023-628-1188

これは︑厳しい状 況 下で難しい判
断を迫られる場合も﹁自分の親だ
ったら﹂
という立場で判断していく
ことが大切だからです︒
常日頃から︑
自分の親を診るという
前提で技術面を研きつつ︑
人として
患者さんを診ていただいています︒

研修中に悩むこともあるかと思い
分の家 族と考え︑自 分の親であっ

ます︒その場 合も ︑患 者さんを自
たらどう するか？ どこまでやる
か？ と︑
一つ一つ自問自答していくこ
とで︑
治療方針等が拓けてきます︒

データにばかり目を向けていると︑
無意識のうちにモノとして取り扱
ってしまっていることが多くなりま
す︒患 者さんを人として︑また自
分の家 族として︑
しっかりと診る
ことができる医者になって欲しい
と考えています︒

山形市立病院済生館の研修の特徴
科や外科が行う化学療法・緩和医
山形市立病院済生館では︑救急の
療も消化器内科で行っております
患者さんを断らず全て受け入れて
ので︑幅 広い領 域での対 応 能 力が
います︒初期対応は全て研修医の
身に付きます︒
役割ですから︑
様々な患者さんに対
指導医の後ろで立って見るだけで
する対応をしっかり学んでいけます︒ はなく︑指導医のバックアップのな
もちろん指導医のバックアップサポ
かで実際に手を動かし研修を進め
ートはしっかりしており︑安心して
ています︒
研修を進めていけます︒
また︑診断や治療に特化した病院
患者さんを家族として
ではありませんので︑患者さんの診 ﹁ 患者さんを自分の家族として考
断から最期までしっかりと診ていた
える﹂がモットーです︒研修医の皆
だいています︒
さんにも︑患 者さんを自 分の家 族
内視鏡診断治療を中心に︑
腫瘍内
として考えるよう指導しています︒

師や医 師たちからみても︑良き医
者であることが大切です︒
もちろん︑何が良き医 者であるか
というのは難しい問題ですが︑我々
はこの理想像を模索し︑
その時︑
そ
の時代の良き医者を目指し︑日々
前へ進んでいきたいと考えています︒
アンテナを高く！
学 習 意 欲の高い研 修 医の皆さん
が数 多く集まってきますが︑身の
回りのことだけで手一杯にならず︑
とにかくアンテナを高くし︑幅 広
い視 点で物 事 を 判 断できるよう
になって欲しいと考えています︒
集 中して物 事を判 断することも
大切ですが︑
研修時には基礎領域
も含め︑多くのことを経 験し︑今
後に生かして欲しいと思います︒

Profile
広島県出身

平成5年

東北大学医学部卒業
平成5年〜8年

平成8年〜12年 東北大学第三内科

山形市立病院済生館研修医

平成12年〜15年 いわき市立総合磐城共立病院消化器内科

僕は内科希望だったので︑
救急の症例が充実し︑
内科
領域を幅広く展開している山形市立病院済生館を

ますが︑
何とか追いつけるよう︑
日々頑張っています︒

の病院での1年間がとても内容が濃いからだと思い

研修では1年先輩の医師が素晴らしく感じます︒
こ

症例や勉強になる症例があり︑
とても役立っています︒

当直は月4回あります︒当直するたびに印象に残る

こを選んで良かったと思っています︒

多くのことを任されていて︑緊張感も高いですが︑
こ

選びました︒

山形市立病院済生館消化器内科

いくことができる医師になって欲し
いと考えております︒
そのために必要な経験を十分に積
んでいけるように︑我々もしっかり
とサポートしていきたいと思ってい
ます︒

黒木実智雄 先生

座右の銘は？

質問 2.

山形市立病院済生館は研修病院
としての歴 史も長く ︑研 修プログ
ラムもしっかりしており︑医師育成
に長けております︒
我々は︑研 修 医の皆さんに多 くの
症例を経験してもらい︑患者さん一
人一人を人として︑
家族として診て

voice

平成15年〜

医師としてのモットーは？

質問 1.
研 修 医

消化器内科医を目指す若い研修医へのメッセージ。

良き医者たれ
医 師はあらゆる意 味で良き医 者
であることを求められます︒
患者さんからみて︑患者さんの家
族からみて︑
また︑
一緒に働く看護

医師を目指す人へのメッセージ

質問 4.

消化器内科
山形市立病院済生館

〜患者さんを家族として〜

頭と手を使って
多くの症例を経験できる
研修病院ですので︑研修できる症
例 数はとにかく多いです︒研 修 医
の皆さんには︑
診るだけの研修では
なく︑治療の判断や手技を含めて
多くの経験をしてもらっています︒
また︑患者さんとご家族との人間
関係を大切にすることが大切です︒
どんな治 療もそれが伝わっていな
ければ意味がありません︒しっかり
とした説 明で信 頼 関 係 を 築 くこ
とが大切です︒
簡単なことではなく時間もかかる
ことですが︑
一番大切なことですの
で︑
しっかりと取り組んでいただい
ています︒

は？

黒木実智雄先生に聞く

黒木 実智雄先生
消化器内科の指導医、
山形市立病院済生館

良き医者たれ
実際に患者さんの身体を
よく診ること
研修医には救急の初期対応をすべ
て行なってもらっています︒先入観
を排除し︑
あらゆる疾患を念頭に︑
患者さんを人として診ていくこと
が大切です︒
画 像 診 断や検 査の数 値を利 用す
ることは大切ですが︑
それに頼りき
ってしまってはいけません︒患者さん
の身体にしっかり目を向け︑
しっか
りと診ていくことが大切です︒

この病院で研修するよさ

質問 3.

名物指導医スペシャルインタビュー

