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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） オンライン開催
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

●福井県
【報告】

1）2020 年度 第 1 回 福井県家庭医療ポートフォリオ発表会 武藤 理
2020 年 6 月 14 日(日)、2020 年度第 1 回福井県家庭医療ポートフォリオ発表会が Zoom を用いオンラインで開催
されました。滋賀家庭医療学センター弓削メディカルクリニック院長の雨森正記先生をお招きし、
「家庭医療の歴史
と、これからの家庭医に求められる役割」について御講演をいただきました。家庭医療の歴史に加え、グループ診療
の良さ、複雑性の評価などを暖かい雰囲気で学ぶことができました。多職種の中での医師の立ち位置・診療所での
家庭医療研修の大切さや家庭医療の観点が広いこと・家庭医・総合診療医の意義や役割などを考えさせられる、充
実した講演でした。その後の専攻医による発表でも、Zoom のチャット機能を併用したフィードバックが行われ、貴
重なコメントをいただくことができました。福井県ポートフォリオ発表会では初めてのオンラインでしたが、参考
資料などもリアルタイムにシェアすることができ、またチャット機能を用いたフィードバックでは、指導医の先生
のご意見や参考文献が残り、じっくりと読め、復習しやすかったと好評でした。雨森先生はじめ指導医の先生方、あ
りがとうございました。
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～永平寺町立在宅訪問診療所から～ 楠川 加津子

COVID19 の影響で、各大学・各施設におかれましては、学生実習に関してオンライン実習も織り交ぜながら運用さ
れているかと思いますが、2019 年 8 月に新設された永平寺町立在宅訪問診療所においても実際にかかわる多職種に
もご参加いただき、BPS カンファランスを隔週で行っています。事前にディスカッションテーマも含めたサマリー、
ベン図を 5 年生や参加いただく多職種に配布したうえで、カンファランスを行っています。学生さんの鋭い視点、
多職種それぞれからの意見の共有は診療にも活かされており、学生さんからも高い評価をいただいております。実
際に診療所実習が再開される日も待ち遠しいですが、COVID19 に負けず、オンラインでも有意義な実習になるよ
う、診療所スタッフ一丸となって準備、フィードバックしながら、企画しております。

3）2020 年度福井大学医学部附属病院総合診療部オンライン実習
～JCHO 若狭高浜病院から～

海透

優太

＜写真＞とても楽しそうなオンライン授業の一コマ

JCHO 若狭高浜病院も医学生のオンライン実習を隔週で担当させていただいております。新型コロナ流行以前の実
習で実習生の満足度の高かった「プレゼンのコツ」をテーマに病棟実習を再現しています。本来であれば担当患者
さんの朝回診で行うショートプレゼンを即興で作成し発表してもらって褒めちぎっています！実践を経験すること
で解消できる不安を皆で共有して、5 finger rules などの明日から使えるプレゼンのコツを楽しく学んでいます。新
型コロナで実習が縮小され、
“普通に実習できないこと”に大きな不安を抱えている医学生のみんなと少しでも楽し
い時間を過ごして「一緒に成長しようね」と教えているつもりですが、その笑顔に元気をもらっているのは私の方
だと毎回気付かされます！コロナに負けずに頑張っていきましょう！
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～南越前町国民健康保険今庄診療所から～ 新野 保路

2020 年 5 月 28 日福井新聞、2020 年 6 月 9 日福井放送に取材いただきました。
今庄診療所ではオンライン外来実習を担当しております。総合診療の醍醐味は大学病院や市中病院だけにあるので
はありません。診療所ではどのような医療が提供されているのか体験していただくのも臨床実習における総合診療
実習の大事な役割と考えております。企画名は『君が主治医だ 外来 LIVE!』 お一人 45 分を持ち時間として、外
来診療に参加してもらっています。はじめた理由は学生たちから現場を見たいという声があったことです。終了後
に学生との振り返りを Slack というアプリを用いて、SEA 形式で行なっております。
『今庄診療所では、患者さん
と長く密接に関わることを考慮して、患者さんとの信頼関係を特に大事にしているように感じました。』『地元の診
療所では、患者さんが日常生活での心配事を何でも話していただけるよう、患者さんと深い信頼関係を築くことが
大切だと再認識しました。
』など学生の皆様は日々色々感じ取っておられます。
手元が見られるようにしてほしいなど要望もいただき、PDCA サイクルを回して試行錯誤しながら実施しています。
自身の診療に対して学生の皆様から質問もいただき、私自身や診療所の診療を振り返るきっかけになっており、ビ
デオレビューを自身も受けているような感覚です。実習の目標は「1 つ以上新しい発見を持って帰ろう」です。コロ
ナに負けずに、リアルな世界を学生さんにおみせできるよう、診療所みんなで頑張っています。
【今後の予定】
１.2020 年 12 月 13 日 第２回 福井県家庭医療ポートフォリオ発表会
特別講師 市立福知山市民病院 川島 篤志 先生
２.2021 年 6 月 12〜13 日 第１回 福井県家庭医療ポートフォリオ発表会
特別講師 浅井東診療所 松井 善典 先生
〈専門医プログラム説明会および見学について〉
随時ご連絡いただければ Zoom を利用したオンライン説明会およびオンライン見学を受け付けています。
ご気軽にご連絡ください。
連絡先 福井大学医学部附属病院臨床教育研修センター sotsugo@med.u-fukui.ac.jp
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●愛知県
【報告】
2020 年 6 月 20 日（土）14:00-17:00

『ACCEL 2020 夏』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。今回もコロナ禍
のため ZOOM を利用したオンライン開催となりました。総勢 17 名の参加者で、5 名の外部の先生方にもご参加いた
だきました。今年から仕様変更になった総合診療専門研修手帳、ポートフォリオについて皆で共有をいたしまし
た。
【今後の予定】
2020 年 10 月 17 日（土）14:00-17:00

ZOOM 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
●岐阜県
【報告】
１）総合診療スキルアッププログラム学習会 2020
日時：2020 年 6 月以降不定期で開催、8 月末までに計 5 回開催しました。
場所：Microsoft Teams でオンライン開催
講師：総合診療指導医
内容：症例に基づく臨床推論、EBM
参加者：各回 4～6 名の医学生
【予定】
１）第 44 回岐阜プライマリ・ケアカンファレンス
日時：2020 年 10 月 2 日（金）19:00～20:00
場所：オンライン開催
講師：大垣市民病院循環器内科 渡邊直樹先生「心不全診療のポイント」
岐阜大学脳神経外科学 江頭裕介先生「脳塞栓症に対する最新の治療と再発予防」

●三重県
１） 総合診療オリエンテーションレクチャー 開催
①日時：2020 年 6 月 18 日
演目：「家族志向のケア」中村太一 先生
「重症患者とのコミュニケーション」湯浅美鈴 先生
②日時：2020 年 6 月 30 日 17：30～18：30
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演目：「外来感染症」宮松弥生 先生
「鬱、不安障害、パニック、心身症」谷崎隆太郎 先生
③日時：2020 年 7 月 2 日 14：00～15：00
演目：「脳血管疾患」内堀善有 先生
「家庭医療診療所で出会う皮膚疾患」上垣内隆文 先生
④日時：2020 年 7 月 28 日 17：30～18：30
演目：「GERD, 胃潰瘍」橋本修嗣 先生
「女性外来」原田直樹 先生
⑤日時：2020 年 8 月 11 日 17：30～18：30
演目：「排尿障害：和田健治 先生
「資質異常症」行俊浩平 先生
2）総合診療 虎の穴 巻之弐 を開催
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
3）第 11 回プライマリ・ケアエキスパートナース研修会 を開催
日時：2020 年 7 月 11 日（土）13：30～15：30
会場：三重県吉田山会館
コロナの影響で延期していた研修会をやっと開催することができました。
あいにくの天候でしたが、70 名ほどの方に参加いただきました。
医療モデルから生活モデルへのパラダイムシフトが言われる中、生活の視点って何？という単純そうで複雑な疑問。今
回はそんな疑問に訪問看護認定看護師の松下容子さんに講演をお願いし、多くの事例を通して生活に寄り添った看護
を紹介してもらいました。入院中から在宅生活を意識すること必要性や在宅ケアは無限と思ったといった意見が寄せら
れました。短時間ではありましたが、他施設の方と交流できたことがよかったと多くの参加者がアンケートに答えてくれ
ました。三重の看護職が今後もつながれるような機会を作っていきたいと思います。
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4）第 2 回三重県プライマリ・ケアエキスパートナース認証式 を開催
日時：2020 年 7 月 11 日（土）
会場：三重県吉田山会館
新型コロナの影響で延期になっていた第２回三重県プライマリ・ケアエキスパートナース認証式を三重県庁講堂にて執
り行いました。新たに 13 名のエキスパートナースが誕生し、昨年度のエキスパートナース 19 名とわせて 32 名のエキス
パートナースが県内で活動することになります。エキスパートナース同士が連携をし、総合的で横断的な看護を展開し
地域に貢献してくれることを期待します。

5）総合診療 虎の穴 巻之参 を開催
日時：2020 年 8 月 3 日（月） 18：30～20：00
会場：Zoom によるオンラインセミナー
テーマ：Hospitalist 最前線!!
演目：Hospitalist 最前線!! 指導医 vs 専攻医の症例ガチバトル 〜Zoom でお伊勢参り編〜
演者：谷崎 隆太郎 (市立伊勢総合病院 内科・総合診療科)
Zoom 開催ということもあり、三重県内外から 40 名が参加されました。
講師を務めた谷崎先生 (市立伊勢総合病院) と参加者との症例ガチバトルということで、谷崎先生が三重で経験された
症例から 12 例を紹介して頂きました。提示された画像と所見から診立てや次のアクションを考えて貰い、チャットでディス
カッションを進めていきました。

【今後の開催予定】
1）総合診療 虎の穴 巻之四

開催予定

日時：2020 年 9 月 7 日（月）18：30～20：00
会場：Zoom によるオンラインセミナー
テーマ：ジェネラル×家族システム
演目：研修医が知っておくべき家族面談のコツ
演者：若林 英樹（三重大学医学部亀山地域医療学講座 教授）
2）第 12 回プライマリ・ケアエキスパートナース研修会 開催予定
日時：2020 年 9 月 19 日（土）14：00～15：30
会場：三重県人権センター 多目的ホール
演目「地域ネットワークを生かした感染症対策～プライマリ・ケアの視点から考える～」
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演者：松島由実 氏（岡波総合病院 看護部長）
3）総合診療 虎の穴 巻之伍 開催予定
日時：2020 年 10 月 5 日（月）18：00～20：00
会場：Zoom によるオンラインセミナー
テーマ：未定
●富山県
【報告】
＜ポートフォリオ勉強会＞
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が 4 月度より毎月オンライン
で開催された。高学年の専攻医によるレクチャーと、ポ
ートフォリオ検討会の 2 本立てとしている。レクチャー
テーマは、6 月は「未分化な健康問題」
、7 月は「予防医

、8 月は「慢性疾患のケア」と新家庭医
療と健康増進」
療専門医ポートフォリオ領域に準じて決めた。Zoom
のブレイクアウトルーム機能なども使い、最大 3 グルー
プに分かれてポートフォリオ発表を同時進行で行った。
参加人数も多く、和気藹々とした雰囲気の中、多様な視
点を学ぶことができた。
＜プログラム説明会＞
7 月 31 日、8 月 27 日に富山大学総合診療後期研修プログラム説明会を行いました。コロナ禍のため富山大学附
属病院会場を拠点に Web をつなぎ、ハイブリッド開催となりました。初期研修医向けの説明会ではありましたが、
学生さんも含めて多くの方が参加してくださいました。
説明会の中では、まず富山大学附属病院総合診療部の北先生から、総合診療・家庭医療とは何かという総論部分
を説明していただき、その後、実際のプログラムに関して説明していただきました。最後に各連携施設が作成して
くれた病院紹介動画を見ていただき、プログラム全体を紹介し終了となりました。
当プログラムでは先日リクルート戦略会議も担当者を中心に開催されており、今後後期研修医を増やすよう努力し
ていきます。興味のある方は是非一度お問い合わせください！
問い合わせ先はこちら→miyono@med.u-toyama.ac.jp（事務担当：高木）
●静岡県
9 月から新役員になります。よろしくお願いします。
伊東市民病院 荒川洋一先生から
［発熱外来で、地域の先生方からの紹介患者さんを受け入れていますが、白苔のついた扁桃腺炎の患者さんや、アデノウ
イルス抗原陽性の胃腸炎の人もいます。伊豆東部地区で、増加してきた新型コロナウイルス感染の患者さんに対応するべ
く、当院でも感染症病棟がスタートします。］
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●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。

Dr. Bailey 特別セミナー
2020 年 8 月に予定しておりましたが、今般の事情により、中止となりました。

●東海家庭医療ネットワーク
新型コロナウイルス感染症の影響で十分な活動ができておりませんが、今年度第 1 回（通算 35 回目）のカンファレ
ンスを WEB 開催する方向で調整中です。現在準備委員会を立ち上げ、鋭意準備中です。詳細はまだ固まっており
ませんが、今年中の開催を目指しておりますので、続報にご期待ください！
東海家庭医療ネットワークは、出身、勉強、勤務地にかかわらず東海地方に少しでもゆかりのある方が、家庭医療
や総合診療について共に学びあう、悩みを相談する等々の交流することを目的に活動しています。興味のある方の
入会を随時募集しておりますのでご連絡（https://forms.gle/sTTdnnpwrPQffVcZ6）ください！！
（文責：代表 田中久也）

＜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

