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“住民を診まもる　総合診療医になろう”

平成30年度（2018年度）
福島県立医科大学  地域・家庭医療学講座

総合診療専門研修プログラム
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　森薗　健太郎

「福島モデルで学ぶ」　　　　　　　　　　　　　　　　
保原中央クリニック　家庭医療科　遠藤　芽依

　他大学卒業で都会志向のある首都圏出身の私が、研修の場としてあえて当プログラム
を選んだのには理由があります。それは首都圏にはない、診療所で小児から高齢者、皮
膚や整形の問題、ウィメンズ・ヘルス、精神障害などを豊富に経験できるフィールドで、
多くのプログラム OB・OG、指導医からはもちろんのこと、専攻医教育に力を惜しまない葛西教授から週
1 回のビデオレビュー、月１回の FaMReF などでフィードバックをもらえる濃密で贅沢な時間があるからで
した。世界の最新情報が飛び交う研修環境で常に学びながら、時にタフでハードな研修ではありますが、
この時間が将来大きな財産になることを確信しています。

　みなさんは、どんな医師になりたいとイメージするでしょうか。総合診療医（家庭医）は、
個々の患者さんを取り巻く背景・生活環境・それぞれの考え方に応じた全人的な診療を
することができる医師です。さらに疾患に罹患する前から関わり、健康をサポートし疾患
を予防します。また質の高い在宅診療を行い、最期の場所の選択肢を広げることができます。専攻医は、
都市部から僻地まで・病院から診療所までの多彩な環境で、体系化された家庭医療を学びつつ、各サイ
トの指導医に学習者中心の温かい指導を受け医者として研鑽しています。ワークライフバランスも大切にし
ており、私自身も子育てをしながら充実した研修を送れています。家庭医療に興味のある方は、ぜひ一度
福島に来てください。一緒に福島で学ぶ同志となれたら嬉しいです。

◉多彩な総合診療研修サイト

◉福島医大　総合診療専門研修プログラムの特徴

いわき市の医療を支える中規模病院。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総合病院。各科専門医療に加え、2016年に総合診療科が開設され、救急もみる総合診療を幅広く実践している。
2018 年 1月には新病院へ移転し、指導医も増員され充実している。

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
研修施設では医学部生の臨床実習や初期臨床
研修医の地域医療研修も受け入れています。特
に臨床実習は医学部 4 -5 年生が 1週間（必修）、
6 年生が 2 週間（選択）のため、教えることを
通してみずからの理解を深めることができます。
大学講座としての利点を活かして、教育の質向
上に関する FD（faculty development）や教育
研究に取り組む機会もあります。

「教育に関わる機会」

2
研修期間に結婚・妊娠・育児といったライフイ
ベントが重なる専攻医も多いです。私たちはプ
ライベートの充実が研修や仕事の充実につなが
ると考えています。配属医療機関の選定には希
望を最大限考慮し、2018 年度には 5 名の医師
が時短勤務や当直・在宅当番の免除、十分な
産休・育休期間の確保といった調整をしつつ、
状況に応じた勤務を続けています。

「プライベートと研修・仕事」

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」



　家庭医療サマー・フォーラムは学生・研修医に参加していた
だく年１回のイベントです。普段は学ぶ側の専攻医が教える
側になり、自分たちでワークショップを企画・運営します。参加
する学生・研修医には、具体的な専攻医の姿を見てもらえ、
教える側の専攻医は教育することでより
深く学ぶことができます。
　福島・北海道合同 FaMReFは北海道
家庭医療学センターと合同で開催する
フォーラムです。2 つのプログラムはルーツを同じくする兄弟プ
ログラムであり、これまでの日本の家庭医療・総合診療の歴
史をともに見つめ、ともに学び交流を深めています。

　広大な面積を持つ福島県の各地で研修している専攻医、
そして総合診療を実践している指導医のため、３つのインター
ネットカンファレンスを行っています。
　1年間で約80項目の総合診療医が持つべき医学的な知識を
アップデートする TVカンファレンス、葛西教授の直接ガイドで
Ian McWhinney 著 ”Textbook of Family Medicine“ から
総合診療医を特徴づける能力を学ぶ「マクウィニー家庭医
療学」を読む、週ごとの注目論文や EBM のテキストから、
エビデンスを実際に臨床現場にどう使うか
を学ぶ EBM ジャーナルクラブ。離れてい
ても学べるしくみがあります。

新しい総合診療専門医へ
　2018 年度から、我が国でも専門医制度がはじまりました。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。

当講座では、従来の日本プライマリ・ケア連合学会認定「家庭医療学専門医コース」と日本専門医機構認定「総合診療専門研修プログラム」のどちらも

研修可能です。名称は異なりますが、両方ともに世界標準の「プライマリ・ケアの専門医（family doctor, family physician, general practitoner）」

「家庭医療学（family medicine）の専門家」になる道が拓かれています。

　新しい総合診療専門医には、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」としての能力の両方を備えることが要求され

ています。幸い当講座の専門研修では、さまざまなセッティングの魅力的な診療所・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

た温もりのある新しい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、
専攻医向けの勉強会として講座設立から月1 回
開催し、開催回数は130 回を超えました。
　専攻医が研修で経験した事例から得た学びを
共有し、参加者とともに深めて専門医試験に向け
ての対策も兼ねるポートフォリオ検討、各地の指導医が実践してい
る特色ある取り組みから総合診療を特徴づける能力を深める指導
医レクチャー、葛西教授が取り組んでいる映画を用いた教育セッ
ション Cinemeducation が主なプログラムです。
　普段は別の医療機関で働いている指導医、専攻医が集まって
議論し、学びを深める貴重な機会になっています。

離  れ  て  い  て  も  学  べ  る 集  ま  っ  て  も  学  べ  る 外  部  と  も  学  べ  る

専門研修プログラム統括責任者



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！

福島県立医科大学附属病院　　　　　　（日本専門医機構認定）

総合診療専門研修プログラム

総合診療研修プログラムとは

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/

　総合診療専門医は、患者の特定の臓器に着目するのではなく、地域に住むあらゆる年齢・
性別の住民の健康問題に向き合って医療を提供します。
　研修プログラムでは 4 つの診療の場　外来・入院・救急・在宅　において、内科的分野
だけでなく小児の診療、男性・女性特有の問題、メンタルヘルス、皮膚ほか、日常で生じる
頻度の高い健康問題に十分対処できる能力を身につけます。
　しかし、総合診療医は頻度の高い健康問題に対処できるだけでは不十分です。患者を包
括的に捉えること、患者中心の医療の理論と実践、多職種連携を実践する方法、地域をケ
アするということ、プロフェッショナリズムといった総合診療医を特徴づける考え方も、総合
診療研修プログラムで身につけます。

●福島県立医科大学の特徴
　日本では総合診療はまだ新しい分野であり、2018年の新専門医制度開始に合わせて開設されたプロ
グラムもある中、福島県立医科大学は2006年から10年以上の教育実績があります。内科・小児科な
ど他科研修の連携も充実しており、専攻医の希望に合わせてコーディネートできる体制が整っています。

■研修協力施設（2018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

●研修期間とローテーション
　研修期間は4年間（48ヶ月）です。十分に総合診療研修期間を確保した点、選択期間を6ヶ月確保
した点が特徴です。ローテーションは必要月数を満たせば順番の変更は希望に応じて変更可能であり、
研修先医療機関の選択も専攻医の希望をふまえて設定します。

【ローテーション例】

※選択は専攻医の希望を尊重
　代表例：整形外科、漢方内科、産婦人科、放射線科、精神科 etc

専攻医４年目
（医師６年目）
診療所

総合診療（診療所）12ヶ月

小児 ３ 救急 ３ 選択※ 選択※
ハーフディバック（週１回程度の総合診療外来）

専攻医３年目
（医師５年目）
病　院

内科  12ヶ月
ハーフディバック（週１回程度の総合診療外来）

専攻医２年目
（医師４年目）
病　院

総合診療（病院）12ヶ月専攻医１年目
（医師３年目）
病　院

後 期 研 修 ✚ 修 了 後 の キ ャ リ ア 支 援
■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

■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

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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