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Family Practice Center of Okayama 

心やさしく、頼りになる家庭医を育てます。 

 

基本方針 

 幅広い診療能力と共感能力に優れ、患者中心の医療を実践できる 

   家庭医を育てます。 

 家族志向のプライマリ・ケアを本気で実践できる家庭医を育てます。 

 地域包括ケアを実践し、地域から信頼される家庭医を育てます。 

 

Vision：わたしたちのゆめ 

住み慣れたまち。ここで、一緒に、自分らしく。 
 

Mission：わたしたちの使命 

あなたの視点に立った医療と看護で、 

明るくいきいきとした人生を支えます。 
 

Value：わたしたちが大切にしたい価値観 

 何よりもまず患者さん、利用者さんの自律と尊厳を考え行動します。 

 スタッフ自身の成長とやりがい、そして組織の成長を大切にします。 

 地域の医療と介護に貢献するため、常に挑戦し続けます。 

清風会グループ理念 

岡山家庭医療センター教育理念 
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地域医療の中核病院としての役割を果たす医療体制 

急性期医療、リハビリ、精神医療、予防、健診、介

護、スタッフ育成・・・あらゆるプロセスにおいて、

充実した研修を行う環境がここにあります。 

Family Practice Center of Okayama 

グループ概要 

従業員数 251名（平成29年度4月現在） 

病床数 60床 

医師数 20名（研修医5名含む） 

清風会グループ構成 

病院 
（地域包括ケア病棟） 

日本原病院 
在宅支援を目的とした地域包括ケア病
棟を持つ、在宅療養支援病院 

診療所 
（強化型居宅療養支援診療所） 

奈義ファミリークリニック 
湯郷ファミリークリニック 
津山ファミリークリニック 

内科・小児科（田舎型診療所） 
内科・小児科（温泉街診療所） 
内科・小児科（地方小都市型診療所） 

へき地診療所 

英田診療所 
上山診療所 
粟井診療所 
梶並診療所 

へき地診療所 

介護老人保健施設 おとなの学校 岡山校 
在宅復帰を目的とした学校形式の介護
老人保険施設 

研修施設 岡山家庭医療センター 
家庭医を育てるべく、研修医や医学生
の受入を行っている研修サイト 

ケアプランセンター 
継続ケア支援室 

ほっとスマイル 

継続ケア支援室は日本原病院の医療介
護、福祉との総合相談窓口。社会福祉
士の資格を持つ相談員（医療ソーシャ
ルワーカー）や、ケアマネージャーが
在籍。 

訪問看護ステーション あゆみ 
訪問看護・介護予防訪問看護に関する
事業 
居宅療養管理指導 

リハビリ特化型デイサービス 
コロバン道場 高野 
コロバン道場 院庄 

健康運動指導士の指導のもとにトレー
ニングを実施、在宅での自律した生活
を支援します。 

小規模多機能型居宅介護事業所 あかるい農村 
「通い」「宿泊」「訪問」で365日24
時間、自由な生活をサポートしていま
す。 

短時間通所リハビリ コロバン道場 日本原 
理学療法士が行う個別リハビリ及び選
択リハビリを１回90分で実施、在宅で
の自律した生活を支援します。 

清風会グループ 

岡山家庭医療センター（FPCOの設立） 

奈義ファミリークリニックは、もともと奈義町にあった日本原病院のサテライトを家庭医養成のフィールドとすべく、社会医療

法人清風会（日本原病院）が運営主体として、町が建物を建設、川崎医科大学総合診療部が医師を派遣し、平成7年から日本で

初めて家庭医を養成するクリニックとしての診療を開始しました。大学からの派遣中止に伴い、平成18年度から独自の研修プロ

グラムを立ち上げ、家庭医療研修医養成を行ってきました。平成19年に津山ファミリークリニック、平成21年に、もう1つあっ

た別のサテライトを湯郷ファミリークリニックとすることで、グループで家庭医教育に取り組むようになったため、平成22年11

月に岡山家庭医療センター（Family Practice Centre of Okayama:FPCO）を設立しました。 
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Family Practice Center of Okayama 

「心やさしく頼りになる」 

家庭医を目指してみませんか？ 

 家庭医とは地域に住む人たちの健康を守る、

「プライマリ・ケアの専門医」です。年齢や性

別を問わず、外来に来られる方や訪問診療で出

会う方の95％以上の問題を解決できる家庭医は、

後期研修を通して育成することが可能です。 

 岡山家庭医療センターでは学会認定の３年間

の家庭医療後期研修プログラムを平成１８年か

ら提供しています。第３次医療機関（津山中央

病院）での内科・小児科研修、療養型病棟（日

本原病院）での内科研修、さらに３つの診療所

（奈義・津山・湯郷）での家庭医療専門研修と

各科専門科外来研修を行います。 

 内科・小児科を中心に、整形外科・皮膚科・

精神科・婦人科など他科にまたがる研修で幅の 

 

広い臨床能力を身につけるとともに、患者中心

の医療・家族志向のケア・地域包括医療といっ

た心理社会的側面もしっかりと研修してもらう

ことで、自信を持って地域で活躍できる家庭医

が数多く誕生しています。 

３年間の研修終了後には日本プライマリ・ケ

ア連合学会認定の家庭医療専門医試験を受験し

て、日本における「プライマリ・ケアの専門

医」として活躍できる時代が来ました。 

 充実した家庭医療指導医陣と各科専門医があ

なたの後期研修をしっかりとサポートしてくれ

ます。一緒に「心やさしく頼りになる」家庭医

を目指して研修してみませんか？ 

 

奈義ファミリークリニック所長 
津山ファミリークリニック所長 
湯郷ファミリークリニック所長 
 

松下 明 
〔日本プライマリ・ケア連合学会理事〕 

家庭医とは「幕の内弁当」的総合力を備えた医師だ！ 

 「家庭医」として身につけたいのは内科、小児科、整形外科、精神科、皮膚科です。さらに、眼科、耳

鼻科、泌尿器科、産婦人科の領域もある程度診療できることが重要です。これらの領域をカバーできれば、

赤ちゃんからお年寄りまで日常的によく起こる病気の90～95％に対応できます。 

 対応できないときは専門医に紹介しますが、治療の見通しを説明したうえで紹介のタイミングなどのプ

ランを示せることが、よい家庭医の条件です。 

 家庭医は身近な病気を何でも診ます。それには大病院で働く専門医

のように1診療科に特化することなく複数の診療科に精通することが

求められます。幕の内弁当でいえば、各診療科は“おかず”。色とりど

りのおかずを備えなければ弁当は売れない。しかも、一つ一つのおか

ずの大きさは小さくともその味（診療能力）は老舗の料理店（専門

科）に劣らないレベルが要求される。 
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 私たちのクリニックで診る患者さんはとてもバ

リエーションに富んでいます。子供さんの風邪に

始まり、小児から思春期にかけての健康面や心理

面での相談、慢性疾患を抱える方々とのお付き合

い、高齢者が抱える複数の問題についての総合的

な診療などなど。「循環器科」や「皮膚科」など

臓器別専門医の枠では対応できないあらゆる問題

について、患者さん、ご家族、地域の介護福祉ス

タッフ、各科専門医の先生方などと相談・連携し

ながら取り組んでいます。 

 私たちの活動は外来、訪問診療にとどまらず、

学校医活動や地域での健診、講演活動などを通し

て、地域全体の健康増進にかかわっています。大

変やりがいのある仕事です。もちろん様々なこと

を学び続ける必要がありますが、岡山家庭医療セ

ンターでは家族志向のケアや整形外科miniOSCE

などの勉強会を毎週木曜日に実施している他に、

知識定着のためのIn-training Examination、ポー

トフォリオやカルテチェックのマンツーマン指導

など学習環境、指導体制がとても充実しています。 

 みなさんが目指す家庭医になれる環境がここに

あると確信しています。ぜひ私たちと一緒に働い

てみませんか。 

Family Practice Center of Okayama 

指導医からのメッセージ 
 皆さん、こんにちは。私は2014年に当プログラム

を修了して現在は指導医として勤務しています。 

 当プログラムの最大の特徴は、「心やさしく頼り

になる家庭医を育てる」とあるように、多彩な患者

さんを家族を含めて深く丁寧に診れる力が養えるこ

とにあるのではないかと思います。家庭医にもいろ

いろなタイプの先生がいますが、患者さんや家族、

地域を熱意をもって診ていく、当プログラムのセン

ター長の姿勢は群を抜いていると思います。日々の

カルテチェックやビデオレビューなどの定期的な勉

強会を通してそうした姿勢を学ぶことができる環境

は、とても贅沢なことだと感じています！ 

 また、奈義は複数の問題を抱える高齢者診療、湯

郷は絶大なニーズのある小児科診療、津山はがん緩

和ケアを含めた在宅医療と、 3つの診療所各々に特

色があり、互いに車で30分ほどと行き来しやすい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことも特徴です。指導医も、小児領域が得意な指導

医、EBMに強い指導医、在宅医療専門医など多彩な

顔ぶれで、幅広い知識を吸収できることも魅力です。 

 こんな環境で学んでみたいという方は、見学を随時

受け付けていますので、お気軽にご相談ください！ 
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家庭医療後期研修カリキュラム 

❖目指す医師像 

研修目標 

心 や さ し く 、 頼 り に な る 家 庭 医  

❖家庭医とは 

１）幅広い診療能力とコミュニケーション能力に優れ、患者中心の医療を実践できる 

２）家族志向のプライマリ・ケアを本気で実践できる 

３）地域包括ケアを実践し、地域から信頼される 

Family Practice Center of Okayama 

後期研修医の研修到達目標 

■臓器別の問題 
 
① 心血管系 
② 呼吸器系 
③ 消化器系 
④ 代謝内分泌・血液 
⑤ 神経系 
⑥ 胃・泌尿器系 
⑦ リウマチ・筋骨格 
⑧皮膚 
⑨ 耳鼻咽喉 
⑩ 眼 
 

す
べ
て
の
医
師
が
備
え
能
力 

家
庭
医
を
特
徴
づ
け
る
能
力 

家
庭
医
が
持
つ 

医
学
的
な
知
識
と
技
術 

教
育
・
研
究 

■診察に関する一般的な能力と利用者とのコミュニケーション 
 
a. 適切な病歴と身体所見 
b. 鑑別判断 
c. 検査を慎重に選択し結果を解釈 
d. 治療の優先順位を決め実施 
e. 安全で費用対効果に優れる治療を選択 
f. 必要不可欠な手技 
g. 意思決定の過程でEBMを重視 
h. 患者や家族とラポールを形成・共感的な態度 
i. 言語的・非言語的なコミュニケーションの技術 
 
■プロフェッショナリズム 
a. 尊敬の念を払い、共感的・誠実 
b. 倫理的側面に従い行動 
c. 患者と家族、文化、年齢、性別、障害に敏感 
d. 生涯学習を通じて標準的な診療能力を維持 
 
■組織・制度・運営に関する能力 
a. 日本の保健・医療・福祉制度を理解 
b. 自身の施設の管理・運営 
c. スタッフと良好なチームワーク・ネットワーク 

■a. 学生・研修医に対して１対１の教育 
 
 （１）成人学習理論 
 （２）フィードバックの技法 
 （３）５つのマイクロスキル 
 
■b. テーマ別のセッションを企画・実施 
 
■c. 医学的研究のデザインの理解 
 
■d. 研修期間中に研究 

■健康増進と疾病予防 
 
■幼小児・思春期のケア 
 
■高齢者のケア 
 
■終末期のケア 
 
■女性の健康問題 
 
■男性の健康問題 
 
■リハビリテーション 
 
■メンタルヘルス 
 
■救急医療 

■患者中心・家族志向の医療を提供する能力 
 
a. 患者や家族の解釈、感情、期待、影響 
b. 家族、社会、文化的な背景を含めた理解・評価 
c. 患者や家族と共通の理解基盤 
d. それぞれの役割について患者や家族と合意 
e. 家族カンファレンスと基礎的なカウンセリング 
 
■包括的で継続的、かつ効率的な医療を提供す能力 
 
a. 年齢、性別にかかわらず、健康問題の相談 
b. 複数の健康問題を抱える患者に対し統合されたケア 
c. 地域での有病率や発生率を考慮した意思決定 
d. 紹介やフォローアップ 
e. 不確実性に耐え、早期で未分化な問題を管理 
f. 行動変容のアプローチを用いた患者教育 
 
■地域・コミュニティをケアする能力 
 
a. 地域の背景や、健康に関するニーズを理解 
b. 地域の保健・医療・福祉システムを理解 
c. 地域の他職種や住民と協力 

■健康増進と疾病予防 
 
■幼小児・思春期のケア 
 
■高齢者のケア 
 
■終末期のケア 
 
■女性の健康問題 
 
■男性の健康問題 
 
■リハビリテーション 
 
■メンタルヘルス 
 
■救急医療 
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以下の評価を通して、研修が順調に進んでいるかの確認、また研修修了の可否を判定します。 

項目 評価内容 

カルテチェック 診療を一緒に振り返ることで診療能力を評価します。 

ポートフォリオ 研修の到達目標に達する知識や経験、態度を身につけているか評価します。 

個別面談 研修の進行具合の確認をするとともに、今後の課題の確認を行います。（年2回） 

ITE 家庭医が持つべき医学的な知識について試験を行います。 

外来直接観察 指導医が実際の外来に立ち会い、診療を直接観察し評価します。（年1回） 

360°評価 診療に関わった施設の全職種に対してアンケートを行い、研修態度やスタッフとのコミュニ

ケーションなどについて評価を受けます。（年1回） 

項目 評価内容 

筆記試験 家庭医が持つべき医学的な知識について試験を行います。 

外来直接観察 指導医が実際の外来に立ち会い、診療を直接観察し評価します。（年1回） 

360°評価 診療に関わった施設の全職種に対してアンケートを行い、研修態度やスタッフとのコミュニ

ケーションなどについて評価を受けます。（年1回） 

≪総括的評価≫ 

 研修終了時には以下を行い、研修の修了に足るか評価する。 

●研修のサポートのために以下の取り組みを行います。 

・個別面談 年2回 

年に2回、プログラム責任者と面談を行い、研修の進み具合の把握と研修者のニーズの確認を行っています。 

・メンター制度 

メンターとは指導医とは別に希望に合わせて選ばれる頼れるお兄さん・お姉さん的存在のことです。メンター

制度により研修中の悩みなどを相談しやすくし、ストレスを一人で抱え込まずに研修を続ける工夫を行ってい

ます。 

・レジデント会議 月1回 

研修医で集まる時間を設け、日々の診療の振り返りや困ったことの共有を行い、研修プログラムの改善点につ

いて話し合います。必要時には研修をよりよくするための提案を研修プログラム担当の指導医に行うことがで

きます。 

・学会提出用ポートフォリオ作成支援 

家庭医療専門医の取得に必要なポートフォリオの作成を支援するために、複数の指導医が指導にあたり、定期

的にポートフォリオ作成の進行状況の確認も行っています。 

≪形成的評価≫ 

Family Practice Center of Okayama 

研修評価 

教育環境 
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① 外来・訪問診療での指導 

② カルテチェック 

③ ポートフォリオ 

④ 院外研修 

⑤ 家庭医療カンファレンス 

⑥ 教育レクチャー・ワークショップ 

⑦ ITE  ※In Training Examination 

⑧ ロールプレイ・ビデオレビュー 

⑨ 院内活動 

⑩ 地域活動 

⑪ 学会活動 

⑫ 学生・研修医教育 

⑬ その他 

①外来・訪問診療  

3つのファミリークリニックはそれぞれ地域に根ざしており、研修医教育への患者の理解も得やすく、外来・訪問診

療の研修が提供できる環境です。0歳から100歳までの幅広い年齢層、またかぜや生活習慣病などの内科疾患や、関

節の痛みなどの整形外科疾患、泌尿器科、皮膚科、精神科など幅広い分野におけるプライマリ・ケアを実践でき、

乳幼児健診や予防接種、禁煙外来といった予防、健康増進にも携われます。それぞれにおいてリアルタイムで指導

医に相談できることも強みの一つです 

②カルテチェック 

診療能力の向上を目的とし、毎日、指導医によるカルテチェックを受けます。研修医が患者のプレゼンテーション

を行い、指導医はそれに対して医学的な側面や患者背景などの心理社会的な側面からフィードバックを行います。 

③ポートフォリオ 

日々の診療やカルテチェックをもとにポートフォリオを作成することで、自身の省察や振り返りを行います。年4回

のポートフォリオデイではポートフォリオの作成につていて個別に指導を行います。また、年3回のポートフォリオ

発表会では実際に作成したポートフォリオを発表し、議論することで、さらに学びを深めます。 

④院外研修 

1 年目は急性期病院で内科、小児科、救急などのローテーション研修をし、 2 年目、3 年目の診療所研修中は、週

に 1 単位の院外専門科研修を行うことができます。診療所では経験が不足しがちな分野について短期に集中して学

ぶことができます。 

⑤家庭医療カンファレンス 

年7回実施。 

研修医が省察を深めたい症例を選んで発表し、ディスカッションを通して家庭医療の視点や考え方を学びます。 

 

Family Practice Center of Okayama 

❖教育方略概要 

教育方略 
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⑥教育レクチャー・ワークショップ 

 家庭医を特徴づける能力や、家庭医が習得すべき診療技術・知識をレクチャー・ワークショップ・OSCEなどで学び  

 ます。具体的なテーマは下記を参照してください。 

 

◆1年に1回行うもの：家庭医療についての総論の導入、健診（小学・中学・成人・入職前・特定健診）、 

           レセプト総論、整形mini-OSCE、乳幼児健診 

   ◆2年に1回行うもの：BPSモデル、地域包括ケア、患者中心の医療、家族志向のケア、EBM理論、行動変容と 

             患者教育、複数の健康問題、プロフェッショナリズム、ACCCAの概念 

◆3年に1回行うもの：SPSSモデル、アルコール、精神科（人格障害・専門科との連携など）、業務改善、 

           チームマネジメント 

⑦ITE;In Training Examination 

年4回、1回2分野、また年に1回全分野にわたる試験を行う。 

筆記試験を行い、知識の確認を行うとともに自身の到達度を確認します。また解説の時間を設け、効果的な学習を

サポートします。 

⑧ロールプレイ・ビデオレビュー 

ロールプレイは当研修の特徴の 1 つであり、自ら医師、患者、家族役となり、それぞれの立場の感情面を疑似体験

することを目的としています。年に 1 回は看護師・医療事務スタッフも参加して、模擬患者とのロールプレイを

行っています。また、患者の了解を得て、普段の診療をビデオ撮影して、フィードバックを受けます。 

◆各年1回ずつ：家族面談ロールプレイ、医療面接上級編、行動科学ビデオレビュー、模擬患者さんとのロー

ルプレイ 

⑨院内活動 

病院・クリニックの質を高めるための活動を行います。 

（例：BLS、中断患者への対策、職員向けのレクチャーなど） 

⑩地域活動 

地域の健康増進に携わる活動を行います。また、3年目には週に1単位地域活動を行うための時間を確保しており、

今まで行った例としては、ボランティア育成や保健師との勉強会などがあります。 

⑪学会活動 

 年１回の日本プライマリ・ケア連合学会学術大会には指導医・研修医全員が参加します。医学生対象のワーク

ショップを全国各地の大学で行い、学術大会・セミナーなどで研究発表・ワークショップ開催を行います。 

⑫学生・研修医教育 

当施設には非常に多くの人が研修に訪れます。そのうち、2週間以上滞在する長期の研修者を担当し、目標設定や振

り返りを行うことで、教育の理論を学び、実践します。 

⑬その他 

レセプトチェック：月の初めに、レセプト（診療報酬明細書）の確認作業を行います。これを通して、診療所経営 

         や医療保険制度を学びます。 

 全 国 行 脚 ：見識を広げるために3年目には2週間、様々な他施設を見学してまわる機会を設けています。 
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Family Practice Center of Okayama 

症例数 

豊富な症例数 

在宅復帰 

支援病院 

（リハビリ含む） 

専門職連携の 

実践と教育 

診療所 

（外来・訪問診療） 

 家族志向のケア 

地域包括ケア 

多職種協動の実践 

急性期病院 

（内科・小児科・救急） 

第三次医療機関連携 

第三次医療機関（内科・小児科・救命救
急センター）研修中も、週1回の診療所
研修（ワンデイバック）を行うことで3
年間一貫した外来研修を行い、家庭医療
学の理念を学びます。 

当センターは津山・美作地域の地域医
療を担う拠点診療所であり、またプラ
イマリ・ケアを実践する診療所のため、
整形外科疾患や皮膚科疾患などを含め
た包括性のある医療を経験できます。 

看護・事務など同一法人内だけでな
く、地域包括支援センターなどの役
場や町民の家庭医研修・学生実習に
対して理解が高く、地域ぐるみで医
師を育てます。 

地域における医療連携の中で、診療所（都市
型・田舎型）・在宅復帰支援病院（地域包括
ケア病棟）・第三次医療機関での医療を実践
し、地域包括ケアを経験します。 

 当センターの家庭医療後期研修は、日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医研修プログラム規定

に準拠し、家庭医として基本的な診療能力を身につけられるような研修内容としています。 

 また、家庭医療後期研修施設としての機能のほか、岡山大学・鳥取大学・津山中央病院等の地域医療研修関

連施設として初期研修の協力型研修施設の役割も担っています。 

1年目 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

津山中央病院 

救急 内科 小児科 

ワンディパック（週１回の診療所研修） 

2年目 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

診療所研修 
診療所研修 

（総合診療専門研修Ⅰ） 

日本原病院 
（総合診療専門研修Ⅱ） 

院外専門科研修（週１コマ１－３ヶ月単位） 

3年目 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

診療所研修 

院外専門科研修（週１コマ１－３ヶ月単位） 

※地域連携プロジェクト（週１コマ） 

家庭医療後期研修の特色 
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地域の輪 

Family Practice Center of Okayama 

特記事項：  

 診療所研修は、奈義ファミリークリニック・湯郷 ファミリークリニック・津山 ファミ

リークリニックで行い外来・在宅医療等を行う。  

  ・内科研修は研修協力病院（津山中央病院）で行う。  

  ・小児科研修は研修協力病院（津山中央病院）で行う。  

  ・救急研修は研修協力病院（津山中央病院）で行う。  

  ・院外専門科研修は研修協力診療所（病院）で 行う。  

  ・ 3 年目に希望する国内研修施設にて 2 週間研修を行う。  

後期研修3年目（5年次）には、主に1つの診療所に勤務する傍ら、【 地域枠 】として週半日、その地

域の健康問題に通年で向き合う時間を持ち、プロェクトワークなどを行っています。これは、後期研

修医の関わりを歓迎してくれている多職種の方、地域の方がいてこそ成り立つことです。 

多職種 健康増進に関わる課の保健師をはじめとする役場職員の方々（奈義町健康福祉課、

津山市こども保健部/健康増進課、美作市保健福祉部 健康つくり推進課等）、地

域包括支援センターの保健師、社会福祉士、地域のケアマネージャー、訪問看護

ステーションの方々、薬局の方々、養護教諭、精神保険窓口の役場職員、特別養

護老人ホームやグループホームといった施設の看護師・ケアスタッフなど 

地域住民 民生委員や愛育委員といった公的な立場の人もいれば、町内会、老人会やグラン

ドゴルフチームなど様々 

これまでになされた取り組みとしては、幼児ディ・ケアでの母親

との交流、小・中学校での授業、長寿大学での講義、ワクチン接

種率向上のための介入、介護予防健診率向上のための介入、生活

支援サポーター育成などがあります。 

※地域連携プロジェクト（地域枠） 

・赤堀病院（産婦人科） 

・希望が丘ホスピタル（精神科） 

・石谷小児科医院（小児心身症含む） 

・津山中央病院 

（内科・小児科・整形外科・皮膚科・泌尿器科） 

・岡山大福クリニック（産婦人科） 

 

 

 

・津山中央クリニック（整形外科・皮膚科） 

・大澤皮膚科医院 

・津山東クリニック（泌尿器科） 

・岡本医院（眼科） 

・福井医院（整形外科） 

・小川歯科医院 

協力施設 
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岡山家庭医療センターでは、地域医療や家庭医療・プライマリケアの実践の場として毎年 90名を超える

医学生や研修医が実習・研修・見学に訪れています。参加者の希望に合わせて実習カリキュラムを作成

しています。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 

2016年実習カリキュラム紹介 

◆A病院 初期研修医 2年目 カリキュラム例（1ヶ月間の研修の最終週） 

午前 午後① 午後② 

１日目 外来見学・予診 訪問診療同行 

2日目 ケアマネ実習 看護師実習／予防接種 外来見学・予診 

3日目 外来見学／自衛隊往診同行 
保健センター訪問 
（保健師と面談） 

外来見学・予診 

4日目 外来見学／振り返り 
在宅ミーティング 

勉強会参加（整形外科Mini-OSCE） 

5日目 外来見学・予診 研修振り返り発表 外来見学・予診 

Family Practice Center of Okayama 

◆B大学 6年生 カリキュラム例（5日間） 

午前 午後① 午後② 

１日目 外来見学 訪問診療同行 外来見学・予診 

2日目 事務実習 訪問診療同行 

3日目 外来見学・付添実習 保育園健診同行 外来見学・予診 

4日目 外来見学・予診 
在宅ミーティング 

勉強会参加（専攻医振り返り発表） 

5日目 調剤薬局実習 看護師実習・予防接種 外来見学・予診 

岡山家庭医療センター 地域医療研修・見学・実習 

① レクチャー（家庭医療関係・common disease*関係）   *common disease：頻度の高い疾患 

② 外来実習（見学・予診・診療） 

③ カルテ・症例レビュー（討論） 

④ 院外／多職種実習： 

  - 調剤薬局実習 

  - ケアマネージャー実習 

  - 訪問看護実習 

  - 事務実習 

  - 看護師実習 

  - 地域枠活動（講演会参加/保健師訪問など） 

 

 
研修医・実習生受入施設（2016年度実績） 

 
岡山大学病院・川崎医科大学総合医療センター・倉敷中央病院 
津山中央病院・鳥取大学医学部附属病院・広島大学大学院 
水島中央病院・大分大学・大阪大学・岡山大学・川崎医科大学・ 
神戸大学・就実大学・東京女子医科大学・鳥取大学・三重大学 他 

 

M研修医：指導医との振り返り風景 

E医学生：耳鏡の使い方講義風景 
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Family Practice Center of Okayama 

第6期後期研修医 

松田 祐依（まつだ ゆい） 

第7期後期研修医 

辻川 衆宏（つじかわ くにひろ） 

第8期後期研修医 

和田 嵩平（わだ たかひら） 

山内 優輔（やまうち ゆうすけ） 

上春 美奈（うえはる みな） 

～2017年4月スタート～ 

第9期後期研修医 

田中 道徳（たなか みちのり） 
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平成28年度 家庭医療後期研修第7期生修了式典 

たくさんの方々にご参列いただきました。 

私達と一緒に 

“心やさしく頼りになる” 

「家庭医」 
を目指しませんか？ 

第7期後期研修修了生 

江口 智子（えぐち ともこ） 

丸山 淳也（まるやま じゅんや） 

2017.3.21 



研修を始めた当時は疾患の幅の広さに圧倒されていました。しかし、慢性疾患など付き合っていく問題に対す

る患者へのアプロ―チや、心境の変化への対応といったコミュニケーション能力など求められるものが医学的知

識以外にもたくさんあります。 

日々様々な学びに溢れていますが、それらを繰り返し実践し身に着けていくことが大変でした。 

第7期 後期研修修了生 
丸山 淳也  

Family Practice Center of Okayama 

後期研修修了生インタビュー 

Q1.臨床研修において大変なことはなんですか？ 

診療の終わりに患者さん自身が持っていた不安や疑問が解消した様子を見た時には家庭医としての役割を

果たすことができたかなと感じます。また、継続して来院してもらう中で患者との関係性が深まっていくことも家

庭医として成長できていると感じます。 

Q2. やりがいを感じることはなんですか？ 

 患者と同じで様々な想いを持って集まってきていますが、「家庭医として貢献したい、成長したい」という想い

は同じように思います。色々な知識や教育のできる指導医や、励まし刺激しあうことのできる同期がいるため、

皆で学ぶことができる環境です。 

Q3.岡山家庭医療センターの雰囲気はどうですか？ 
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初めまして。今年研修を修了した丸山です。 

3年前に、患者さんや地域の人たちの健康に携わる力を身につけたいと思い岡山に来て、同じ地域の急性期

病院、小規模病院、診療所を行き来して研修を行いました。 

研修では入院や外来を担当する中で色々な患者さんに接して、家庭医として求められる技術や知識を学び

ました。また同じ地域で患者さんと継続して関わる中で、その患者さんの背景も徐々に知ることができ、「医療

者‐患者」の関係が徐々に変わっていき、日々の診療がますます楽しく感じています。 

家庭医は広く地域までも見ていくため、同じ地域に腰を下ろして患者や地域に関わることのできる当センター

の様子を見て家庭医とはどんな医師なのかを感じてください。 

Q4.学生、研修医へのメッセージをお願いします！ 



 年齢、疾患に関わらず幅広く診療するので、初めての疾患を治療する機会が多いことです。また、検査

に頼らず病歴や身体所見で診断することにも難しさを感じます。しかし、それは大変さと同時に自分の目

標でもあります。その点で、日々指導医とのふりかえりのなかで適切な治療や方針を学べるよい環境だと

感じています。 

第6期 後期研修医 
松田 祐依  

Family Practice Center of Okayama 

後期研修医インタビュー ① 

Q1.臨床研修において大変なことはなんですか？ 

 患者さんや御家族の安心した表情をみることです。治療で回復していく姿に接したときもうれしいですし、

患者さんに言葉をかけ、前向きになってもらえたときにやりがいを感じます。患者さんは元気になっていく人

ばかりではありません。かける言葉にも治療方針にも悩むことは多いです。しかしそんなときに相談できる

場があることの強みを、後期研修に入って感じました。患者さんや御家族の大切にしている思いや生活

を、一緒に大切にできる医者でありたいです。 

Q2. やりがいを感じることはなんですか？ 

 みなさん人間力が高い！というのが見学に行った時の第一印象でした。私は初期研修医のときに見学

に行きました。短い時間のなかでも、こちらの知識欲をひきだす先生方の言葉や教え方がとても印象的で

した。そして、かける言葉や笑顔から、患者さん思いの先生ばかりだと感じました。 

患者さんだけでなく、スタッフ、研修医や学生など誰が相手でも、相手の立場になって考えて行動される

先生方。だからこそ、お互いに教え合いみんなで学ぶ雰囲気ができているのだと思います。私もその雰囲

気にひかれて後期研修を決めました。 

Q3.岡山家庭医療センターの雰囲気はどうですか？ 

 こんにちは。私は自治医科大学を卒業し、家庭医療の後期研修に入りました。今まで地域の病院で内

科医として働くなかで、内科だけでなく小児科、整形外科、皮膚科なども対応できるようになりたい、という

気持ちが強くなりました。読んで興味をもっていただいたあなた。なんでも相談できる環境で、一緒に研修し

ませんか？ 

Q4.学生、研修医へのメッセージをお願いします！ 
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 診療所には様々な年齢の方が様々な悩みを抱えて受診されます。範囲を限定して診療を行うことはできま

せん。内科や小児科から皮膚、整形、泌尿器、精神など領域まで、幅広い知識や技術が求められます。また

病院のようにちょっと隣の外来窓口へというような感覚で他科受診を勧めることもできません。さらに患者中心・

家族志向の医療や包括的・継続的・効率的な医療を提供す能力、地域・コミュニティをケアする能力といった

家庭医を特徴づける能力も求められます。このように求められるものが多岐にわたるということが何より大変なこ

とだと思います。 

第8期 後期研修医 
和田 嵩平  

Family Practice Center of Okayama 

後期研修医インタビュー ② 

Q1.臨床研修において大変なことはなんですか？ 

 上記のように求められることが多岐にわたるということは大変なことではありますが、習得できれば多岐に対応で

きるということでもあります。 

 人々が生活していくうえで抱える健康問題はいつも病名がつき、治療法が決まっているものとは限りません。ス

パッと解決できる問題のほうが少ない印象を持っています。 

 そんな悩ましい問題に対して解決に直結できないにしても少し筋道を立ててあげることができた時、困っていた

人々から少し未来が見えてきたと感じて頂けた時、苦しい対応になったとしても相談にのって良かったと感じます。 

Q2. やりがいを感じることはなんですか？ 

 専攻医のみならず、指導医の先生方のモチベーションが高く、日々熱心に指導して頂いています。指導医の層

が厚いことも特徴かもしれません。ただそれ以上に指導医や専攻医の1人1人が相談しやすく、信頼のおける人

達であり、安心できる雰囲気だと思います。 

Q3.岡山家庭医療センターの雰囲気はどうですか？ 

 専攻医の和田といいます。新専門医制度では総合診療という１分野となりますが、患者だけでなく家族のこと

も考えた医療を提供すること、長い付き合いになることを視野にいれ関わっていくことに魅かれ、私は家庭医療と

いう道を選択し、岡山家庭医療センターの門を叩きました。 

家庭医療に興味のある方はもちろんですが、家庭医療とは？と疑問に思われている 

方もぜひ一度見学に来ていただければと思います。 

Q4.学生、研修医へのメッセージをお願いします！ 
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患者さんの多種多様な訴えに対して、診療科にとらわれず、家族背景や想いなども考慮して、適切な診断・説

明・治療を行っていくことが大変です。また日々の振り返りの中で、これらを実践していくために多くの知識・技術・

態度を学んで、それらを確実に身につけていくことも重要と感じています。 

第8期 後期研修医 
山内 優輔  

Family Practice Center of Okayama 

後期研修医インタビュー ③ 

Q1.臨床研修において大変なことはなんですか？ 

疾患の背景にある患者さんを取り巻く環境について把握し、患者さんの想いを傾聴し、本当の意味で患者さん

の問題を解決できた時、そして「ありがとう、来てよかった」という心からの声を聞けた時です。 

Q2. やりがいを感じることはなんですか？ 

専攻医から指導医まで、様々なキャリアを経験されてきた方がおられ、そのような方々と勉強会やカンファレンス、

振り返りを通して多くのことを学ぶことができる環境が整っています。家庭医として患者さんのために、家族のため

に、地域のためにより良い家庭医療を実践しようと熱い気持ちで臨んでおり、自分自身も活気的に取り組むこと

ができています。 

Q3.岡山家庭医療センターの雰囲気はどうですか？ 

はじめまして。家庭医療後期研修３年目の山内優輔と申します。 

このパンフレットを手にとって開いているということは、「家庭医」に興味を持って見ていただいているということでしょう。 

僕自身は「患者さんのある特定の診療科の病気だけを診る医師になりたい」のではなく、「特定の診療科にとらわ

れず、全人的に患者さんを診療できる医師になりたい」「さらには地域を診る医師になりたい」と思い、家庭医を目

指すことになりました。そんな思いから後期研修を始めて早２年。自分に足りないことの多さに日々奮闘していま

すが、その足りないことを習得し、自分の目指しているものになれる環境がFPCOには整っていると思います。 

ぜひ一度見学に来て、家庭医療について熱く語りましょう！お待ちしています。 

Q4.学生、研修医へのメッセージをお願いします！ 
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 診療所の診療は週1回だけさせていただいております。診療所では内科だけではなく、皮膚科・整形外科・小

児科、さらに精神的なサポート・家族のサポートが必要な様々な患者さんが来院され、様々な相談をされます。

以前働いていた救急指定病院での救急外来では鑑別に挙げなかったウイルス性疾患の鑑別など、疾患の知

識のなさに戸惑うことが多い日々を送っています。診療所での”臨床推論”や様々な勉強を頑張らなければ、と

決意新たにしています。 

第9期 後期研修医 
田中 道徳  

Family Practice Center of Okayama 

後期研修医インタビュー ④ 

Q1.臨床研修において大変なことはなんですか？ 

 正直にいうとまだまだ力不足で”やりがい”を感じるまでには至っておりません。ただ、初期研修のときに介護問

題での家族カンファレンスを行い、ご家族さんや本人から泣いて喜んでいただいた経験があり、あのときの喜びは

ひとしおだったので、あんな風に患者さんの喜ぶ顔を見させていただけるように頑張ろうと思っています。 

Q2. やりがいを感じることはなんですか？ 

 学生時代と研修医の見学のときの印象では”転んでも”支えてくれる先生方だと感じていました。実際に専攻

医として指導していただくと、指導医の先生方や専攻医の先輩方が指導熱心で、とても優しく指導してくださる

ので、毎日を充実して過ごすことができています。 

 また、先生方が一生懸命勉強されている姿を拝見し、自分も頑張らなければ、と毎日触発されています。 

Q3.岡山家庭医療センターの雰囲気はどうですか？ 

 はじめまして、専攻医1年目の田中道徳と申します。僕は高校3年生の頃に家庭医になりたいと思い、ようやく

夢の一歩に立つことできました。様々な紆余曲折がありましたが、すべてが自分の力になっていると感じています。

お世話になった人、これからお世話になる人に少しでも恩返しが出来れば、と思い、日々過ごしております。もし

家庭医療に興味がある方はぜひ一度見学に来てみてください。優しい先生方が熱心に指導してくださいますよ。

（あと岡山県はきれいな滝と温泉がたくさんあるのでぜひ見に来てください）。 

Q4.学生、研修医へのメッセージをお願いします！ 
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岡山家庭医療センター 
 

奈義・津山・湯郷ファミリークリニック 所長 松下 明 
                    （医局秘書 町田） 

 
〒708-1323 岡山県勝田郡奈義町豊沢292-1（奈義ファミリークリニック内） 

TEL：0868-36-3012   FAX：0868-36-6435 
HP： http://fpcokayama.com/ 
E-mail：info@fpcokayama.com 

後期研修応募手続き・選抜方法 

応募資格 既に医師国家試験に合格した者 
2004年（平成16年）以後の医師国家試験合格者については、 
初期臨床研修修了者及び修了予定者 

募集人数 3名 

身 分 家庭医療後期研修医 

研修期間 3年 

採用試験 書類選考（履歴書・エッセイ800字）／ 面接 

応募締切 平成29年10月31日（火） 

処 遇 当法人規定に準じて給与、福利厚生を支給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 各種社会保険 ： 完備 

● 給 与 ： 初年度／月額 432,500円 

： 2年目以降／月額 522,600円 

● 手 当 ： 日当直手当・宅直出勤手当（法人規定あり） 

● 福 利 厚 生  ・医師賠償責任保険 
 ・学会補助（出張旅費として支給） 
 ・引っ越し費用補助有（上限あり） 
 ・保育所完備（コスモス園） 
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FPCO 
心やさしく、 

頼りになる家庭医を育てる 

次世代認定マークとは 
次世代育成支援対策推進法第１４条第１項の厚生労働大臣の定める表示であり、行動計画に基づき次世代
育成支援対策を推進した企業が、行動計画に定めた目標を達成する等の認定基準を満たすことにより、次
世代法第１３条に基づき厚生労働大臣（具体的には権限委任された都道府県労働局長）から「認定」を受
けることができる。 

当法人は、次世代認定マーク認定を受けています。 
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