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昭和43年 臨床研修制度創設

昭和55年 ローテート方式

 （内科系、外科系、救急診療部門の
うち2つ以上の診療科を研修する）

昭和60年 総合診療科方式

 （内科、外科、小児科、救急診療部
門を研修する）

平成6年 医療関係者審議会臨床研修部会
中間まとめ→ 「基本的には臨床研修を
必修化することが望ましい」

新制度創設までの経緯



臨床研修は、医師が、医師としての人格
を涵養し、将来専門とする分野にかかわ
らず、医学および医療の果たすべき社会
的役割を認識しつつ、一般的な診療にお
いて頻繁に関わる負傷または疾病に適切
に対応できるよう、プライマリ・ケアの
基本的な診療能力（態度・技能・知識）
を身につけることのできるものでなけれ
ばならない。

臨床研修の基本理念



プライマリケアの基本的な診療能力を身
につけ、患者や家族にも配慮した総合的
医療が実践できる人格の涵養を目的とす
る

新医師臨床研修制度の目的



平成22年 平成21年

募集定員 ２９１ ２８９

マッチ者 ２６５ ２５１

京都府における
マッチング結果
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平成20年 平成1６年
臨床研修病院 大学病院 臨床研修病院 大学病院

定員 ５，９７３ ５，３１９ ５，０５８ ６，０６４

マッチ者 ３，９９９ ３，８５９ ３，７８４ ４，２１６

マッチ率 ５０．９％ ４９．１％ ４７．３％ ５２．７％

＜参考＞臨床研修病院、大学病院別マッチング結果
（全国版）

大学病院では４年連続半数割れ

増 減



指導医について

指導医講習会を受け
ている指導医が

 各科にいる １
０

 一部にいる １
２

指導医に対する特別
手当

 ある ４

 ない １８

指導医の評価

している １１

していない １１

研修医のメンタルヘ
ルス早期発見のチュ
ーター制度

ある ９

ない １３

相談窓口

ある １８

ない ４

平成20年度 臨床研修指定病院アンケート
回答：２２／２３病院



ネットワーク
あった方がよい ２０

なくてもよい １

研修会

医師会開催のものだけでよい ３

研修医主体で取り組まれる研修会があってもよい 18

 地域医療研修の研修先

 協力病院 １５ 老人保健施設 １６

 保健所 １４ その他 ２

 診療所 １１

研修医相互のネットワーク
および研修会の是非



※平成20年度京都府臨床研修指定病院協議会(10/24)における
アンケート結果より抜粋（未回答病院もあり）

◆平成20年3月末の初期研修修了者数
２７６名（大学157名）

うち・・・
◆後期研修医として病院に残った

１２３名（大学66名）
◆出身大学あるいは病院系列大学へ入局

３３名（大学２名）
◆他の病院へ

１２０名（大学89名）

初期研修修了後の研修医の動き



●研修医のための研修と交流会

●研修医・指導医のための講演会

●指導医のための教育ＷＳ

●臨床研修指定病院協議会

研修医制度に関する府医の取り組み

研修医・指導医
Face to Face
の交流を・・・

研修医の指導とともに
指導医の育成にも・・・

研修指定病院相互の
情報交換の場として・・・



 2005.2.19 研修必修化における指導医の役割と
後期研修のあり方＝宮城 征四郎先生

 2006.2.4 新臨床研修制度とシニアレジデント
研修の取り組み＝倉敷中央病院 馬場 清先生

 2007.2.3 家庭医による地域医療研修＝木戸医
院 木戸 友幸先生

 2008.2.9 ジェネラリストの専門医になろ
う！ー出来たら救急医にー ＝聖マリアンナ医
科大学 箕輪 良行先生

研修医のための研修と交流会



と き ２月１５日（日）午後２時３０分～
ところ 京都ホテルオークラ

[ テーマ：内科研修 ]
◆特別講演
『世界に通用する臨床医の育成を目指して

～北米式Residencyの導入～』
渓仁会 手稲渓仁会病院 臨床研修部 部長岸田 明博 先生

経験発表・シンポジウム 『私が経験した内科研修』
◆経験発表
①研修医の立場から（６病院）

京都第一赤十字病院・京都市立病院・京都医療センター
福知山市民病院・京大医学部附属病院・京都府立医大付属病院

②指導医の立場から（１病院）
公立南丹病院

◆シンポジウム
◆懇親会

研修医のための研修と交流会

多数ご参加ください！

参加費：無料



研修医・指導医のための講演会

と き ２００８年１０月２５日
（土）

ところ 京都大学病院 臨床講堂
[ 一度聞いてみたい このドクター この講

演 ]

参加者：８７名

臨床研修病院の
カリスマ指導医を
招いての講演会



2004年 日医の土屋常任理事をリーダー
として府医の理事1名もタスクフォースと
して参加

2005年 京大平出教授をチーフマネー
ジャーとして府医の理事2名が参加

2006年

2007年

2008年 府医の理事2名がタスクフォース
として参加

指導医のための教育ワークショップ



指導医のための教育ＷＳ
と き ２００９年１月１１日
（日）・１２日（祝）

ところ 京都府医師会館
今年も２５名の先生方が

修了されました



理想的な医療（制度）とは

アクセス コスト

質

日本の医療制度



なぜ医師会があるのか

大日本医師会 大正5年（1916年）11月10日医
師による初の全国組織として設立

医師の資質の向上、医業権益確保

大正8年に医師法改正、郡市区医師会と道府県医
師会は強制設立、勤務医も加入義務づけ

大正12年に公法人としての日本医師会設立

昭和22年 新生日本医師会設立

 医道の昂揚、医学医術の発達普及と公衆衛生
の向上を図り、社会福祉を増進する



 国民と医療提供者が協働して、国民が健康な状態でいること
ができるよう取り組み続けることが医療の基本であり、協働
して医療に取り組むためには、医療提供者は患者の信頼を確
保しなければならない。

 そのためには、国民の健康と生命を守るために、医療提供
者は、自らを厳しく律し、生涯学習に努めて、安全で質の高
い医療を提供すべく最善の努力をすることが求められる。

 また、国には、医師が医の道を守りながら良質の医療を提
供し、国民の健康と生命を守ることが可能となるように社会
基盤、医療制度を確立する義務がある。

 国民には、自らの健康と生命のみならず、国民すべてが安
心して暮らせる社会を築くために、応分の負担と医療資源な
どを無駄にせず、自らの健康と生命を守るよう努めることが
求められる。

医の理念とは



京都府医師会の概要
(2010.4.1現在）

会員約４，２０２名

A会員 ２，２６６名

B会員 １，５２７名

C会員 １６８名

D会員 ２４１名

・出身大学別

京都府立医科大学 １，２５２名（29.8%)

京都大学 ６４４名（15.3%)

関西医科大学 ３１１名（ 7.4%)

大阪医大 ２８５名 (6.8%)



医師会ってどんなところ？

地区医師会（郡市区医師会）

京都府医師会（都道府県医師会）

日本医師会

からなりたっている。

他に

日本精神病院協会

日本病院会

全日本病院協会

日本医療法人協会

全国自治他病院協会 などの病院団体もある
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●診療所医師(管理者)の実態
地域医療活動
診療所医師(管理者)は、外来中心の本来の診療業務の内容から超過勤務は
少ないが、一方で地域の保健・医療・福祉活動を、診療中・診療外の時間に
地域住民の健康維持に努めている。

―診療所医師(管理者)が携わる主な地域医療活動―

救急対策(急患センター出務，休日診療，夜間診療)、電話対応
学校医、産業医、警察医
予防接種、乳幼児検診、がん・成人病検診、健康相談
行政への参画感染症対策

安全・災害対策委員、保健・福祉計画等の策定委員
介護保険対応(主治医意見書，介護保険認定審査会，ケアマネジ
メント評価委員会 等)
地域行事における救護所等への出務
公的医療保険維持のための保険診療に関する研修会等
生涯教育、種々の研修会



京都府医師会の主な事業
 京都府医師会では医道の高揚、医学・医術の進歩並びに

公衆衛生の向上、社会福祉の増進を目的とし、地域住民
の健康保持増進を図るとともに、医師のプロフェッショ
ナル・フリーダムを守り、医業経営の安定を目指して活
動を行っている。

 生涯教育（学術講演会・京都医学会・医学会雑誌発行）
 地域医療（健診・がん検診・学校医・休日診・産業医、

予防接種等々）
 特定健診サービス部
 在宅医療サポートセンター
 会員の福利厚生（医師賠償責任保険・融資等々）
 保険診療・介護保険などへの対応
 医師バンクなど医師確保対策
 看護師養成事業
 京都府医療トレーニングセンター
 京都市急病診療所



京都府医師会の目指すもの
開かれた医師会

質の高い安全な医療の提供

良質な医療情報の提供

患者さんとともに取り組む医療



京都での取り組み－１
質の高い安全な医療の提供

日常診療の向上に向けての取り組み

実践的な生涯教育の充実

・シミュレーション・ラボの創設

学生・研修医から勤務医・開業医

全ての医療従事者の生涯教育の充実

→ 魅力ある京都の研修教育の確立

医療安全の確立への取り組み



京都での取り組み－２
良質な医療情報の提供

特定検診サポートセンター
在宅医療ネットワークの構築

京都府医師会が府内全域の在宅医療
提供の情報ネットワークを構築

医療連携パスの構築

現在、リハビリテーションの連携パスの構
築に取り組んでいる

ＨＰ，広報誌などを通じての適切な医療情報の
提供

http://www.kyoto.med.or.jp/

現在、予防接種医療機関情報を提供中
医療相談事業の創設

http://www.kyoto.med.or.jp/


京都での取り組み－３
患者さんとともに取り組む医療

医療・介護・福祉を含めたネットワーク
の構築

病院 病院

病院 診療所

病院 診療所 介護施設

医療安全への取り組み

府・市民健康講座

府・市民健康大学の設置

医師・患者相互の意識改革
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日本の医療制度の転換点

感染症を中心とし
た急性期医療

悪性新生物対策 生活習慣病

人生60年

定年後数年で死亡

介護の発想はない

悪性新生物対策

がん治療の進歩から

病の治癒から

病気との共存

人生80年

脳卒中後遺症などから
の

介護人生

定年後の人生の長期化



地域医療とは

地域医療とは「住民の健康を地域を挙げ
て支援すること」である。地域住民の健
康を保つための試みにはさまざまなもの
がある。例えば、自治体主催の健康診断
といったものから、予防医療の観点に立
って地域が経営するスポーツクラブ、地
域の医療機関での病診連携（初診、往診
などを診療所で、高度な検査や治療を病
院で連携して行い、効率的な治療を目指
すもの）などである



地域医療の目的

地域住民の健康維持、増進を達成し、そ
の暮らしや人生を支え、さらに活力ある
地域の実現に貢献する事である。

この目的を果たすため、医師会及び地域
の医療機関は、地域から何を求められて
いるのか、何をなすべきかを常に考えな
ければならない。

その事業内容は量的に増大し、多様化し
ている。



地域医療において医師および医療従事者は、
地域住民全体の幸福を常に考えながら医療活
動を行うことが求められる。予防活動は疾病
の治療と同等に重視される。医師や医療従事
者が地域の住民に働きかけて、疾病の予防や
健康の維持、増進のための活動を行うこと。



府医における地域医療の理念

地域の患者は地域の医療機関全体で
診る

地域医療は地域の医師全体で守る



今後の目標

80年代には予防と治療の一体化が課題と
され、それが概ね実現された90年代には

医療と福祉の一体化が課題となった。最
終的には、住民を巻き込んだ予防医療、
患者にやさしい医療、医療と継ぎ目なく
提供される福祉、これらを一体的に提供
することが目標になった。



どのような事が地域医療か

特定健診
がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、
子宮がん、乳がん）

学校医
休日診への協力
産業医
予防接種等々
特定健診サービス部
在宅医療サポートセンター
保険診療・介護保険などへの対応



特定健診とは

従来は基本健診として、全ての住民を対象に自
治体が実施。

健診内容は、肝機能、脂質、腎機能、貣血、血
圧、心電図など

平成20年度より、特定検診・特定保健指導とし
て、メタボリックシンドローム対策に主眼を置
く検診となり、保険者が実施することとなる

検診内容は、保険者により異なり、特に社会保
険では、腎機能、貣血が省略され、一部負担金
が高い



各種がん検診

がん検診は、制度管理が大切

集団と個別検診がある

ガンの種類により、検診の評価が異なる

消化器がん検診の将来

乳がん検診は、マンモグラフィーの時代
へ

受診率向上への努力

自分の健康は自分で守る意識の確立へ



学校医活動

1年間の生徒の健康管理計画の策定

内科検診

職員を含めた健康管理

健康教育

健康管理委員会

集団感染などの危機管理

学校保健活動への支援



休日診療所などへの協力

京都市急病診療所

小児科、内科、耳鼻科、眼科

府内の休日診療所

外科系輪番制度

病院と連携した小児救急体制の確立



在宅医療、介護保険

在宅医療サポートセンター

介護保険審査委員会



今必要なことは

 医療費の増加は、医療の高度先進化のせい

決して老人が増えるからではない

高度で先進的な医療を国民が望むなら

医療費の増加は避けられない

 医師・看護師など医療従事者の確保は

学校教育から

成績が良いだけで医師になるべきでない

 医師・患者ともに医療の大切さの再認識を

財務省のための医療制度改革（医療費削減）は国民
の健康と生命を破壊する

国民のための医療制度の確立を！！



これからの医療保険制度は
必要な医療を

必要なときに

必要なだけ

適切な施設で

医療資源には限りがある



最後に

医療に従事する医師は公器である

医療に従事した以上は、一定程度の拘束
（束縛）は許容せざるを徔ない

→ 医療の社会性、公共性

医療教育には、多額の税が注ぎ込まれて
いることを忘れずに

何故、医療を目指したのか



最後に ２

一人では医療は出来ない

チーム医療

他科との連携、多職種協働

患者さんの思いを大切に

人の顔を見て話を聞く

分からない事は聞く、ＩＮで調べるだけ
では駄目

感謝の気持ちを忘れずに



良い医師とは

うまい、えらい、つよいが良い医師の３条
件か？ → そんな認識しかない医者には
かかりたくない！

思いやり、謙虚、会話（人の話が聞ける）

が良い医師の最低条件


