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“家庭医療を学ぼう”

平成29年度（2017年度）
福島県立医科大学  地域・家庭医療学講座

家庭医療学専門医コース
募　集　案　内
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「僕が ComFaMを選んだ理由」　     　　
喜多方市　地域・家庭医療センター　豊田　喜弘

「福島モデルで学ぶ」　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県立医科大学　地域・家庭医療講座　中村　光輝 

　地域に根差した医療は日本各地で展開されていますが、それらを体系化した学問に基
づき実践しているのが「家庭医療」であり、医療先進国の地域医療のスタンダードです。
高齢化の進む日本において高齢者を全人的に地域で支えることは不可欠ですし、それを
支える若年者の疾病予防もより重要性を増し、家庭医療学の発展が根底を支えると私は信じています。
数ある家庭医療後期研修プログラムから ComFaM を選んだ理由は３つです。①大学を軸とした環境の異
なるサイトのネットワークと教育熱心で個性あふれる指導医陣、②世界の家庭医療との深い交流、③震災後
の Fukushima を元気づけたい思い。研修を開始してまだ間もないですが、臨床の実践に加えネットワーク
を駆使した勉強会が日常的に行われ質の高い学びの日々です。
　家庭医療、ComFaM に興味がある方はぜひ一度福島へいらしてください。温かく奥深い医療の現場を
一緒に体感しましょう。

　家庭医療・総合診療の研修プログラムは全国に多 あ々りますが、当講座の「福島モデル」
が注目されるのは、大学・自治体・医療機関の連携による複数施設での研修と学習者中
心の教育にあります。
　私は後期研修の前半をかしま病院で、後半を喜多方市地域・家庭医療センターで行っています。前者で
は救急医療から入院医療、上部内視鏡や画像診断といった技術研修を行い、後者では小児科・皮膚科・
整形外科等も含めた診療所外来研修と、健診や訪問診療もしています。当講座では都市部からへき地まで、
病院から診療所まで多彩な環境で研修できる環境と指導医が用意されているのです。また、私は漢方医
学を3ヶ月間研修しました。学習者のニーズに合わせて後期研修をアレンジできるのも当講座の魅力です。
　「福島モデル」が養成するジェネラリストたちが、日本の地域医療崩壊を阻止する切り札になると確信し
ています。家庭医・総合診療専門医に可能性を感じた方々、ぜひ福島で共に学びましょう。

◉多彩な総合診療研修サイト

◉福島医大　家庭医療学専門医コースの特徴

いわき市の医療を支える中規模病院と関連外来クリニック。家庭医育成に対する各科専門医の深い理解と協力が得られており、多彩な技
術研修（超音波・読影・内視鏡・整形外科・婦人科・皮膚科など）が可能。当講座が提供する病院総合医フェローシップの主たる研修施設。

かしま病院
（いわき市）

高齢化率が 45％を超える只見町の唯一の医療機関。内科・整形外科・小児科はもちろんほぼすべての分野の患者さんが来院。小規
模自治体の特性を活かし、地域包括ケアを実践。へき地でも働ける家庭医として必要な能力を身につけるには絶好の環境。

只見町国保朝日診療所
（只見町）

内科、小児科、整形外科、皮膚科、精神科を中心に幅広い領域であらゆる年齢層の患者さんが来院する公設民営の無床診療所。
在宅療養支援診療所として訪問診療も実践。学生・初期研修医実習の受け入れも多く、教育を通して学ぶ経験が可能。

喜多方市地域・家庭医療センター
（喜多方市）

開業診療所を引き継ぐ形で 2013 年 4 月にリニューアルオープンした都市型無床診療所。外来診療や訪問診療（機能強化型在宅支援診
療所）、各種健康診断、予防接種などを実践。併設されている訪問看護ステーションと地域包括支援センターと顔の見える連携を構築。

ほし横塚クリニック
（郡山市）

福島市中心に位置する、1892年創設の老舗の総合病院。各科専門医療に加え、2016年度から総合診療科が創設され、救急を中心とした総合診
療を幅広く実践している。福島駅から徒歩10分にありアクセスも極めて良好。2018年1月には新病院開院予定であり、ハード面で大きく充実する。

大原綜合病院
（福島市）

外来と在宅医療が中心の無床診療所。在宅療養支援診療所としてグループ診療で 80 人以上を担当。新規事例も多く経験できる。
診療所の経営マネジメントを実践する機会もあり、大学に比較的近いサイトのため、研修をしながら大学院へ通うことも可能。

保原中央クリニック
（伊達市）

4
福島医大　地域・家庭医療学講座では、興味
関心に合わせて選択できるフェローシップを提供
します。後期研修と大学院の併願も可能です。
これまで家庭医療学の研究で 4 名の博士課程
修了者を輩出しています。

「研修修了後のキャリア形成」

2
平成 28 年度までに14 名の家庭医療専門医を輩
出しており、東北地方最大の家庭医療後期研修
プログラムです。平成30年（2018年度）からの
新たな専門医制度における「総合診療専門医」
育成にも積極的に取り組んでいきます。

「日本プライマリ・ケア連合学会認定
　　　　家庭医療後期研修プログラム」

1
地域住民の多彩な医療ニーズに幅広く対応する
医師を育てるには、ただ地域で働けばよいので
はなく、地域の現場で学べる環境が必要です。
6ヶ所の研修サイトで、家庭医療を学んだ常勤
指導医による指導体制を整えています。

「地域で働く医師を地域で育てる」

先輩の声

3
世界の家庭医とのネットワークを活かし、後期
研修期間中に海外視察研修を行います。過去に
はオーストラリア、英国、ハワイ、オランダ、台湾、
シンガポール、ニュージーランド、キューバ、デン
マークなどを訪問し、同年代の家庭医や、各国
のエキスパートから刺激を受けています。

「海外の家庭医との交流」



　福島の自然と文化に囲まれた環境を舞台に、年に
1 回のサマー・フォーラムを開催しています。家庭医
療について学びたい方へ、当講座スタッフが充実した内容を提供し
ます。参加者は家庭医、研修医、学生はもちろんの事、職種や国
籍も問いません。
昨年は福島県いわき市を会場に開催しました。今年は8月26日・
27日に開催予定です。地域・家庭医療学講座ホームページに詳
細を随時掲載致します。興味のある方は、ぜひ足を運んでみてくだ
さい。お待ちしております。

　各研修サイトで経験する健康問題は、周囲の医療資
源や施設の環境により偏りがあります。TV カンファレンス
は効率よく幅広い家庭医療の知識領域について学ぶこと
を目的に、毎週水曜日夕方にインターネット会議システムを
使って開催しています。発表のテーマは，家庭医が持
つ医学的な知識と技術についてで、1年間で約 100 項目
を学んでいます。福島県で頻度の高い健康問題である
「ツツガムシ病」や原発による地域住民の不安に対応でき
るために「放射線による健康被害」などといったテーマも
含まれているのが特徴です。

新しい総合診療専門医へ
　諸外国にはかなり遅れをとっていますが、ようやく我が国でも専門医制度が施行されることになります。基本領域専門医は 19 種類あって、その中の 1つと

して「総合診療専門医」が誕生します。これは「プライマリ・ケアの専門医」の役割を担うことが期待されている専門医で、世界では家庭医 family 

doctor、国によって family physician、general practitioner と呼ばれ、質の高い専門研修を経て認定されます。その学問分野は家庭医療学（family 

medicine）です。

　この新制度での特徴は、地域を基盤とした「家庭医」としての能力と病院を基盤とした「病院総合医」としての能力とを両方備えることを要求しているこ

とです。幸い本学の家庭医療学専門医コースではさまざまなセッティングでの魅力的な診療所・病院群を組み合わせて研修ができるので、2 つの臨床能力

をバランスよく身につけることができます。地域医療を目指す奨学生にも最適です。

　福島を応援する世界の多数の家庭医療学エキスパートとの交流からグローバル・スタンダードも学びつつ、日本と福島の文化・風土や地域の実情にあっ

た温もりのある総合診療専門医としてみなさんがキャリアを伸ばしていけるように、スタッフ全員が全力でサポートをしていきます。

　FaMReF（Family Medicine Resident Forum）は、当講座の
月例勉強会です。福島県内各地で開催し、定期的に当講座のメン
バーが顔を合わせる機会になっています。

　1 今月の振り返り（参加した専攻医全員が直近の研修を振り返る）
　2 ポートフォリオ検討（研修の経験をまとめ専門医試験準備に
　　 役立てる）
　3 Cinemeducation（葛西教授による映画を用いた教育セッション）

これら３つの内容で、普段は別の研修サイトで働く指導医、専攻医とも
議論できる貴重な機会になっています。2015年からは北海道家庭医療
学センターとの合同 FaMReF を開催し、新たな
交流から視野を広げる機会も提供しています。



福島県立医科大学 医学部 地域・家庭医療学講座では、あなたのキャリア形成を全力でサポートします！

福島県立医科大学 家庭医療学専門医コース関連

キャリア支援プログラム紹介

■病院総合医フェローシップ
病院総合医養成プログラム認定施設で
確かな診断能力と高齢者包括的ケアを集中的に学ぶ !
◉主な研修施設：社団医療法人 養生会 かしま病院　http://www.kashima.jp

プログラムの特長当
■高齢者の包括的ケア・緩和医療　■家庭医を特徴づける能力を発展
■大学プログラムなのに地域密着型病院で　■他科専門医の理解・サポート体制が万全
■総合診療科外来・救急外来で磨く確かな診断能力
■医大指導医による直接指導　■個々の学習者のニーズに対応

後期研修✚ 修了後のキャリア支援 新たな専門医制度への対応

研修サイトの見学、FaMReFへの参加など、随時相談に応じて
おります。お気軽にお問い合わせください。
福島県立医科大学医学部   地域・家庭医療学講座 (事務担当   玉木・國分)
電話024-547-1516（直通）  メールcomfam@fmu.ac.jp

◉Webサイト　http://www.fmu.ac.jp/home/comfam/　
◉facebookページ　http://www.facebook.com/comfam/

　今後の日本社会の急速な高齢化等を踏まえ、地域住民の生活を支援する医師が
必要となっています。2018 年から開始予定の新たな専門医制度では、総合的な診
療能力を有する医師の専門性を評価するために、新たな基本診療領域の専門医とし
て総合診療専門医が位置づけられました。

　福島県立医科大学は、全国の大学に先駆けて地域・家庭医療部（2006 年）、地域・
家庭医療学講座（2010 年）を設立し、地域を基盤とした家庭医育成プログラムを開
始しました。新たな専門医制度においてもこの良く機能するネットワークをさらに質・量
ともに拡大し、福島県庁の後援も受けつつ、県内の他専門研修プログラムとも連携して、
「オール福島で家庭医・総合診療専門医を育成する」専門研修プログラム・コンソー
シアムを構築します。

　2017 年現在、福島県内各地の 23もの医療機関が公的・民営を問わず福島県立
医科大学総合診療専門研修プログラムに協力を約束しています。研修先は専攻医の
希望を重視し、学びたいことと医療機関の特色を検討して研修計画を立てていきます。
　2017 年 7 月には福島県立医科大学主催の専門研修プログラム説明会を開催予定
です。日程は地域・家庭医療学講座ホームページをご覧ください。

■家庭医療指導医養成フェローシップ
家庭医療専門医取得後 他科のキャリアから▲

■家庭医療学への深い理解　■成人教育理論を用いた実践
■組織運営への積極的関わり　■放射線不安への対応

目指す目指す
家庭医療指導医像家庭医療指導医像

目指す
家庭医療指導医像

理論を学ぶ ■フェローシップセミナー ■放射線集中セミナー
実践する　 ■学生・研修医教育に参加 ■診療現場での実践

略方

■研修協力施設（2017年時点）
【研修協力病院】　　■かしま病院　■大原綜合病院　■白河厚生総合病院　■南相馬市立総合病院
■公立相馬総合病院　■公立藤田総合病院　■福島赤十字病院　■医療生協わたり病院　■星総合病院
■太田西ノ内病院　■寿泉堂綜合病院　■地域医療推進機構二本松病院
■公立岩瀬病院　■福島県立医科大学附属会津医療センター
■竹田綜合病院　■会津中央病院　■福島県立南会津病院

【研修協力診療所】
■保原中央クリニック　■喜多方市地域・家庭医療センター
■ほし横塚クリニック　■只見町国民健康保険朝日診療所

カリ キュ ラムの特長当
■家庭医療の後期研修をしながら大学院生として研究
■学生・研修医教育、診断、予防、様 な々テーマで研究
■オランダRodboud大学Nijmegen医療センターPrimary and Community Care 講座と連携

家庭医療研修医との両立
■福島県立医科大学 大学院医学研究科
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