
ようこそ遠山病院へ
横浜市⽴⼤学臨床研修医の皆さんへ横浜市⽴⼤学臨床研修医の皆さんへ

遠山病院は、気候温暖で静かな地方都市、三重県津市にある特定医療法人の民間病遠山病院は、気候温暖で静かな地方都市、三重県津市にある特定医療法人の民間病

院です。

平成１９年度から横浜市立大学付属病院の地域保健・医療研修施設として、横浜市立

大学臨床研修医の皆さんの受け入れが始まりました。平成１９年度は、計１１名の研修医大学臨床研修医の皆さんの受け入れが始まりました。平成１９年度は、計１１名の研修医

の皆さんに来ていただき、その後も多くの皆さんの支持を得て、平成２６年度終了時で計９

９名の横浜の研修医の皆さんが、当院で地域医療研修を経験することになります。

遠山病院は、ベッド数公称１９７床、内科、外科、透析科、放射線科を標榜する小規模病

院ですが、公的総合病院が三重大学付属病院を含めて２病院のみの津市にあって、地域

救急医療の大きな役割を担っています。また、日本医療機能評価機構の認定病院でもあ救急医療の大きな役割を担っています。また、日本医療機能評価機構の認定病院でもあ

り、内科、外科各学会の専門医修練施設の施設認定も整っています。

多くの横浜の研修医の皆さんが、当院での地域研修を希望されることを大変うれしく、ま

た責任ある指導をしたいと思っています。当院では、内科および消化器外科の分野においた責任ある指導をしたいと思っています。当院では、内科および消化器外科の分野におい

て、多数のCommon diseaseから、さらに専門的な診療まで、多くの症例の経験をすること
ができます。足を伸ばせば、伊勢神宮や熊野古道など尋ねてみたい名所も豊富です。

平成２７年度には１００人目の横浜研修医をお迎えすることになり、また多くの皆さんと出

会えることを楽しみにしています。



横浜

津

遠いようで結構近い

横浜市内から津まで

新幹線（横浜⇔名古屋）、近鉄（名古屋⇔津）で約３時間



空気がきれい、空が広い静かな文教都市 津のまち

遠山病院はこのあたり遠山病院はこのあたり

研修医の皆さんがここで経験する地域医療があります



特定医療法人同心会

遠 山 病 院
日本医療機能評価機構認定

ベッド数 １９７床

日本医療機能評価機構認定

内科, 外科, 肛門科
放射線科、人工透析
健診センター

外来待合室



特定医療法人同心会

遠山病院遠山病院

創設者 遠山 豪創設者 遠山 豪
三重県立医科大学

内科学初代教授内科学初代教授

創設日 昭和30年4月1日

大学の分院たる資質を備えた
市民のための病院を目指して
創設されました。

基本理念基本理念

信頼され愛される病院に

創設以来の精神を守って、平成１７年に創立５０周年を迎えました。



遠山病院施設認定遠山病院施設認定

⽇本医療機能評価機構認定⽇本医療機能評価機構認定

⽇本内科学会⽇本内科学会
⽇本循環器学会，⽇本呼吸器学会，⽇本血液学会
⽇本気管支学会，⽇本透析学会，⽇本消化器病学会⽇本気管支学会，⽇本透析学会，⽇本消化器病学会
⽇本外科学会
⽇本消化器外科学会，⽇本⼤腸肛門病学会，⽇本消化器外科学会，⽇本⼤腸肛門病学会，
⽇本消化器内視鏡学会
⽇本乳癌学会, ⽇本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ稼動施設⽇本乳癌学会, ⽇本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ稼動施設
マンモグラフィー検診画像施設



64列128スライスCT
SOMATOM Definition AS+

主な最新医療機器

SOMATOM Definition AS+
遠山病院は、津市の地域医療を担う病院として、
最新医療機器の充実に努めています。

ＣＴ，ＭＲＩ，エコーなどの最新画像診断装置をはじめ、
内視鏡検査室の充実、乳がんの診断治療における、
デジタルマンモグラフィー、マンモトームも完備しています。
循環器では、心エコー、心血管造影装置、トレッドミル、

血管造影装置

循環器では、心エコー、心血管造影装置、トレッドミル、
ホルター心電計などの必要機器を備えています。

1.5 テスラ MRI装置
PHILIPS社 Achieva 1.5T

血管造影装置
心アンギオに積極的に取り組んでいます



臨床検査室 病理検査室を完備し、
術中迅速検査も可能です。

採血から３０分以内に検査結果が出るリア
ルタイムの結果報告を実現しています。

術中迅速検査も可能です。

生理検査室では、トレッドミルなどの
心機能検査、心エコー検査を行います。

図書室

本館４階には内外の医学雑誌８０種を
定期購読する図書室が完備しています定期購読する図書室が完備しています



内視鏡検査室

遠山病院は、日本消化器内視鏡学会の認定病院でもあり､三重県下でも有数の内視
鏡検査件数の多い病院です。
特に大腸内視鏡検査は、県下で最も多くの件数を行っています。特に大腸内視鏡検査は、県下で最も多くの件数を行っています。

平成１８年より､上部消化管用８本､下部消化管用７本のオリンパスハイビジョン内視
鏡を導入しました｡さらに細径の経鼻胃内視鏡､細径大腸内視鏡、超音波内視鏡装置
など総計２０本の消化器内視鏡を完備し､また大腸ポリープの内視鏡的切除や早期胃
癌のＥＳＤなどの必要機器を備え、内視鏡的治療にも積極的に取り組んでいます。
年間約７５００例の内視鏡検査および治療を、医師、看護師、臨床工学士のチーム
ワークで効率的に行っています。

オリンパス ハイビジョン内視鏡

上部 １２本 下部 ８本 自動洗浄器４台 超音波内視鏡装置



人工透析センター

ベッド数６３床、約２１０名の透析患者さんの治療にあたっています。ベッド数６３床、約２１０名の透析患者さんの治療にあたっています。
慢性腎不全患者の透析治療ばかりではなく、急性腎不全時の持続的⾎
液濾過療法、敗⾎症のエンドトキシン吸着療法、重症潰瘍性⼤腸炎の
⽩⾎球除去療法、⾎漿交換やビリルビン吸着、薬物吸着療法など、内⽩⾎球除去療法、⾎漿交換やビリルビン吸着、薬物吸着療法など、内
科、外科を問わずその使命は多岐にわたっています。



遠山病院 常勤医師 ２３名
内 科 １４名

外 科 ８名
放射線科 １名

遠山病院の基本方針に謳われた、
「やさしさと思いやりにあふれる病院」
の精神で、研修医の皆さんを指導します。放射線科 １名

外科医局医師

の精神で、研修医の皆さんを指導します。

遠山

麻酔科

遠山

麻酔科
奥田先生

（非常勤）

野呂 重盛 西脇 毛利 研修医 研修医野呂 重盛 西脇 毛利 研修医 研修医

矢野 伊藤 加藤 竹内 内科医師の写真は準備中



藤堂高虎の城下町 遠山病院屋上から東方向、市内をのぞむ

津のまち ちょっとだけ紹介

病院屋上から西の方向藤堂高虎の城下町 遠山病院屋上から東方向、市内をのぞむ 病院屋上から西の方向
2006年11月 虹がでました

遠山病院最寄り駅
近鉄津新町駅

静かだね

市内から車で５分走ればのどかな田園風景市内から車で５分走ればのどかな田園風景

津なぎさまち
セントレア連絡船

2006年4月
こんなかわいい虹を見つけました。こんなかわいい虹を見つけました。



津のまち もうちょっと紹介 ある年の１０月 祭りの日

有名な唐人踊り 津の中心、フェニックス通り
津の観音さん 有名な唐人踊り

軽妙な音楽と振り付けは

一見の価値あり

津の中心、フェニックス通り
津の観音さん
ウィキペディアによると
日本三大観音の１つらしい。

浅草、大須と津？ホントかなあ。浅草、大須と津？ホントかなあ。

みんなが踊ってましたみんなが踊ってました

日頃は閑散大門商店街
街角で子供の唐人発見

日頃は閑散大門商店街
お祭りの日は大賑わい

天むす屋の前

お祭りの日の裏通り

天むす屋の前



津のまちはＢ級？グルメの宝庫だ

いまや全国区 天むす

いちご大福
発祥の地

日本で最初に

いちご大福を作ったらしい

とらや本家いまや全国区 天むす
発祥の地

元祖天むす 千寿

発祥の地 とらや本家

これはパイン大福

研修医が１度は行くであろう

老舗レストラン 東洋軒

栄屋のカレー焼き
元祖で発祥の地かも

大人気蜂蜜まん

昔ながらの

大森屋の中華そば

ブラックカレーが有名

中津軒のオムライス
大森屋の中華そば

カレーと餡子とクリームと

昭和のかおり

チーズの入ったのもある

蜂蜜と餡子のハーモ
ニーが絶妙のおいしさ



津市のお隣 こちらは超Ａ級グルメ

松阪牛の有名店 御三家 ほかにも松阪には肉の名店数多し

超高級 松阪牛の代表 和田金 歴史を感じるたたずまいの 牛 銀

比較的お手頃値段の 海 津

牛銀のお座敷では
こ、こんな光景が
牛銀探検隊提供資料

探検隊を派遣したいがご予算が・・・・

比較的お手頃値段の 海 津 牛銀探検隊提供資料

海津の炭火で焼かれる

ヒレ肉の様子 生写真

お-っと、横浜の人ではないか？
食べてるよ－－



ちょっと足を伸ばして行ってみたいところ紹介

榊原温泉榊原温泉
湯は七栗の湯・・・清少納言も絶賛

すべすべの日本一の湯
立ち寄り湯 湯の瀬

伊勢志摩国立公園
立ち寄り湯 湯の瀬

お伊勢さん前のおかげ横丁何といっても 伊勢神宮
伊勢うどん
食べられるのは伊勢だけ食べられるのは伊勢だけ

太目のうどんに、独特の醤太目のうどんに、独特の醤
油だれと葱がのる、 安い

伊勢志摩国立公園、熊野古道、伊賀上野、鈴鹿サーキット、奈良も近い



研修の日々

研修医宿舎： レオパレス21 １DK

遠山病院職員食堂

副院長（外科）

研修医宿舎： レオパレス21 １DK

病院から約１㎞ 歩いて15分、流星号で5分
テレビ、冷蔵庫、電子レンジ等完備
インターネットも接続可能 研修医専用車 流星1号

遠山病院職員食堂
今日のお昼は海老フリャー

記念写真

食べてもたべても減らない不思議などんぶり
聡集苑のちゃんぽん麺に取り組む研修医 外科医局で

院長（内科） 理事長（外科） 研修医個室

ある日の夕焼け


