日本プライマリ・ケア連合学会

中部ブロック支部

ニュースレター

No.30（2020.6）

発行人:伴 信太郎
事務局 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65
名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専
攻
総合診療医学 内
Tel.052-744-2951 Fax. 052-744-2951
E-mail:nobuban@med.nagoya-u.ac.jp

ニュースレター No.30（2020.6） 本号の編集担当者 北西史直
【支部情報】
報告
1） 『中部ブロックポートフォリオ発表会*2020』
2020 年 3 月 7 日（土）13:30-16:20 Zoom によるオンライン開催
新型コロナ感染症が流行を迎えようとした開催 2 週間前に、ZOOM を利用したオンライン開催に決定し、参加者、発表
者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。会では発表者の皆様が画面共有にてショーケースポートフォリオをプレゼ
ンテーションいただきました。例年に引けを取らない高いレベルのものでした。質疑ではオンラインならではのチャットで
のコメントが盛り上がりました。評価についても ZOOM の投票機能を利用することで可能になりました。今回普段は開催
地まで足をなかなか運ぶことができない方にもご参加いただきました。来年度もオンライン開催を検討していきたいと存
じます。
【最優秀ショーケースポートフォリオ賞】
三重大学総合診療専門研修プログラム
宮松 弥生先生
【優秀ショーケースポートフォリオ賞】
県北西部地域医療センター国保白鳥病院 家庭医療後期研修プログラム さくら道
黒川 大祐先生
（文責：中部ブロック支部 PF 発表会実行委員長 安藤友一 名古屋大学総合診療科）
2） 『総合診療専攻医オリエンテーション』
2020 年 5 月 9 日（土）14:00-17:30 Zoom によるオンライン開催
新専攻医 20 名を含む総勢 52 名の参加を得て盛大に開かれました。本企画は新専攻医がスムーズに研修を
開始できるように、毎年各支部で企画運営されており、今年で４回目です。専攻医が研修を乗り切るためのサバ
イバル術の伝達（情報伝達）
、各プログラムの専攻医同士の交流、総合診療に関する学習の３点を目的として、
「研修手帳活用術（講師：高瀬愛先生）
」
、
「振り返りの達人はポートフォリオが得意（講師：近藤諭先生、高瀬
義祥先生、清水海斗先生）
」
、
「生涯教育のススメ（講師：矢部千鶴先生）」の３つのセッションを行いました。事
後アンケートでは企画の目的である「交流」に関してはコロナの影響で直接集会ができなかったにもかかわらず
70%が交流を得られた、また情報伝達（サバイバル術の伝授）に関しては 97%がノウハウを得られたとこたえ
ました。ブレイクアウトルーム、チャット、アンケート機能などを駆使することで比較的スムーズな運営ができ、
中部ブロックの課題である距離的な障壁をかえって克服することができるというメリットも実感した会となり
ました。（文責：宮崎景）
予定
1） 『第 9 回日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロック支部学術集会』
2020 年 11 月 29 日（日） 会場：未定（石川県内）
2） 『中部ブロックポートフォリオ発表会＊2021』

2021 年 3 月 7 日（日）

会場：名古屋大学医学部鶴友会館 2 階大会議室
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●岐阜県
【報告】
１）総合診療スキルアッププログラム学習会
日時：2019 年 4 月以降定期で開催、2020 年 3 月末までに計 23 回開催しました。
会場：岐阜大学医学部附属病院総合診療部外来
講師：総合診療指導医・専攻医
内容：症例に基づく臨床推論
参加者：各回 3～6 名の医学生
以下の２企画は新型コロナウイルス感染症蔓延のため、開催が延期となりました。開催予定は未定です。
２）第１回総合診療スキルアッププログラム講演会
日時：2020 年 3 月 13 日（金）19：00～20：30
会場：岐阜大学サテライトキャンパス
講師：三重大学医学部亀山地域医療学講座 教授 若林英樹先生
「家族志向のケア」
３）第 2 回ジェネふらセミナーin 岐阜
会場：じゅうろくプラザ研修室 6
講師：県北西部地域医療センター国保和良診療所 所長 廣瀬英生先生
谷汲中央診療所 管理者 西脇健太郎先生
揖斐郡北西部地域医療センター 副センター長 菅波祐太先生
●三重県
１）第１１回家庭医療・総合診療セミナーを開催
日時：2020 年 3 月 3 日（火）18：30～20：00
会場：三重大学医学部 探索医学研究棟２階 家庭医療学 及び TV 会議にて配信
演者：堀端謙 先生（亀山市立医療センター 総合診療科 医師）
題目：地域医療の現場でリサーチしよう～ゼロから始める臨床研究～
２）ゼロから始める英語診察ワークショップ～USMLE step２cs に向けて～

⇒

中止

日時：2020 年 3 月 28 日（土）13：00～18：30
会場：三重大学医学部先端医科学教育研究棟 2 階 基礎第１講義室
講師：瀬嵜智之 先生（国立国際医療研究センター病院 精神科）
３）第５回ジェネラリスト「裏」講義-講義では伝えきれない 12 の課外授業日時：2020 年 3 月 31 日（火）18：30～19：30
会場：三重大学医学部家庭医療学 医局
演者：谷崎隆太郎先生（市立伊勢総合病院）
４）コアトピック＋common disease レクチャー
日時：2020 年 4 月 14 日（火）17：30-18：30
講師：岩佐紘先生「メンタルヘルス」
洪英在先生「認知症」

※Zoom にて開催

⇒ 中止
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日時：2020 年 4 月 16 日（木）14：00-15：00
講師：竹田啓先生「COPD」
近藤誠吾先生「糖尿病」
日時：2020 年 4 月 23 日（木）14：00-15：00
講師：小野亮佑先生「患者中心」
宮﨑景先生「行動変容」
日時：2020 年 4 月 28 日（火）17：30-18：30
講師：笹本浩平先生「高血圧」
日時：2020 年 4 月 30 日（木）14：00-15：00
講師：日比亨先生「不眠」
日時：2020 年 5 月 21 日（木）14：00-15：00
講師：小野亮佑先生「COPC（地域志向のケア）」
【今後の開催予定】
１）総合診療 虎の穴 を開催予定
日時：2020 年 6 月 21 日（日）13：00～17：10
会場：Zoom によるオンラインセミナー
テーマ：筋肉痛と水電解質を理解する
14：10-16：20 「名張産、専攻医の自己学習風訓練 ～筋肉痛を添えて～」
演者：竹田 啓先生 (名張市立病院)
16：30-17：10 「水電解質 Bootcamp ～ケースで初歩から一つずつ～」
演者：家 研也先生 (聖マリアンナ医科大学/川崎市立多摩病院)
16：30-17：10 三重大学総合診療専門研修プログラム説明会
２）コアトピック＋common disease レクチャー
日時：毎週火曜 17：30-18：30、木曜 14：00-15：00
会場：Zoom にて開催
●静岡県
特に報告、連絡事項はありません。気軽に集えるのが県単位の良さであり、オンラインでの開催をどうするか検
討中です。
●富山県
【報告】
富山県の総合診療専攻研修プログラムメンバーで作るポートフォリオ勉強会を 4 月度よりオンラインで開催して
いる。4 月は「オリエンテーション」
、5 月は「総合診療専門医、”Ver2”と”新”の家庭医療専門医

修了要件につい

て」レクチャーおよびポートフォリオ検討を行った。遠方からでも参加しやすいためか参加人数も多く、和気藹々
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とした雰囲気の中、多様な視点を学ぶことができた。今後は Zoom のブレイクアウトルーム機能なども使いこなし
ながら、より密度の濃い勉強会ができるよう検討を重ねていきたい。

『総合診療専攻医オリエンテーション』
中部ブロック専攻医ウェルカムセミナーのレクチャーを担当して
富山大学附属病院総合診療部 髙瀬 義祥 髙瀬 愛
５月９日土曜日にプライマリ・ケア連合学会中部ブロックの専攻医ウェルカムセミナーを開催が開催されました。
今年は ZOOM を用いた web 講演会という形での開催でしたが、中部ブロックは東海、中部、北陸地方を全て含む
広いブロックであるため、むしろ毎年よりも参加者は多かった印象でした。専門医制度、研修手帳活用法、振り返り
の手法、生涯学習の４テーマでレクチャーが行われました。アンケートや講演中のチャットを見ると、新専門医制
度になり学年ごとに提出する書類や研修手帳が全く違うので、このような場で確認することは専攻医にとっても指
導医にとっても有意義だったようです。中部ブロックはレクチャー陣の代替わりにも力を入れています。私達夫婦
は２、３年前からレクチャー側として関わらせていただき、今年もレクチャーの担当をやらせていただきました。
整備基準や研修手帳を読み込んで説明するのは大変な一方で、大きな学びにもつながっています。これからも継続
して関わって中部ブロックを盛り上げていきたいです！
●石川県
【報告】
能登地域総合診療強化研究会 クリニカルラウンド 中止
昨年度に引き続き、今年度も能登地域総合診療強化研究会主催の能登北部 4 病院（珠洲市総合病院、市立輪島病院、公立宇出
津総合病院、公立穴水総合病院）においてクリニカルラウンドの開催を予定しておりましたが、今般の事情により中止します。
今後の状況により、講演会やワークショップなど企画できればと思います。（秋、冬頃）

【今後の予定】
Dr. Bailey 特別セミナー
日時：2020 年 8 月初週（予定）
場所：恵寿総合病院 3 病棟 6 階 Keiju Innovation Hub
内容：Bailey 先生と英会話での臨床セミナー
講師：R.Eugene Bailey,MD
恵寿総合病院非常勤指導医、ニューヨーク州立大学医学校医、家庭医療科准教授医
●福井県
特に連絡・報告事項はありません
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●愛知県
【報告】
2020 年 3 月 14 日（土）14:00-17:30

『ACCEL 2020 春』ZOOM によるオンライン開催

ACCEL（Attractive Conference on Collaborative and Elaborative Learning for Senior Residents）は、名古
屋大学総合診療科が主催するポートフォリオ（PF）の作成支援のミーティングです。年 4 回開催。今回はコロナ禍
で初の ZOOM を利用したオンライン開催となりました。総勢 16 名の参加者で、愛知県内より 1 名の外部の先生方に
もご参加いただきました。2019 年度版のポートフォリオカテゴリーについて皆で共有をいたしました。
【今後の予定】
2020 年 6 月 20 日（土）14:00-17:00

ZOOM によるオンライン開催

詳細を知りたい方や参加をご希望される方は、名古屋大学総合診療科 HP https://www.med.nagoya-u.ac.jp/general/accel/
もご参照ください。コアレクチャーの概要も参照いただけます。
すべての家庭医療・総合診療専門医プログラムの専攻医、指導医、多職種のオープン参加を歓迎します。また PC
認定医の受験や更新、専門医更新で PF 作成が必要な方も是非ご参加ください。詳細は下記アドレスにお気軽にご
連絡ください。
連絡先：名古屋大学医学部附属病院総合診療科（担当：安藤友一）
E-mail：u1ando@med.nagoya-u.ac.jp
Tel & Fax：052-744-2951
●東海家庭医療ネットワーク
特に連絡・報告事項はありません

＜支部運営についての情報＞


各県の代表窓口は下記の方々です
三重県；宮崎景、富山県；山城清二、石川県；吉岡哲也、岐阜県；森田浩之、愛知県；佐藤寿一、
福井県；林寛之、静岡県；北西史直




プログラム責任者の会中部ブロック代表；大杉泰弘（藤田保健衛生大学総合診療・家庭医療プログラム）
中部ブロックの活動に関するご意見等ありましたら下記までご連絡ください。
木村 悦子（中部ブロック支部事務局）e-kimura@med.nagoya-u.ac.jp

