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More Innovation, Less Limitation.



関西家庭医療学センターの教育理念

滋賀の診療所、京都の中小病院、大阪の大病院という総合診療医としての理想を追求した
ローテートが可能。

総合診療、救急、小児科、家庭医療というジェネラリストとしての経験とコミュニケーシ
ョン豊かな指導医陣による系統講義、ポートフォリオ指導あり。評価方法などは北海道家庭
医療学センターと連携して実施し、定期的なメンタリングがあります。
振り返りでは、個別的なFeedbackとキャリア開発を受けることができます。

総合診療専門医コース
（JPCA認定新家庭医療専門医連動 4年コース）

概要

大阪赤十字病院(大阪市)

浅井東診療所(滋賀県長浜市) 金井病院(京都市)

３施設での
養成プログラム

ともに創る、確かな学びの先にある、

“わたし”という新たな総合診療医。
時代の変化の中で、総合診療医はどの場所でも求められる存在です。

私達は、関西というこの場所で、確かな総合診療と家庭医療の実践と学びの中で、
あなたらしい、新たな総合診療医を共に創造することを約束いたします。



当プログラムの特色

JPCA認定新家庭医療専門医連動の４年コースです
ローテート：金井病院１年⇒大阪赤十字病院１年⇒浅井東診療所２年

１年次は中小病院の家庭医療外来・総合診療病棟で、包括的な外来・病棟の経

験を積みながら家庭医療面接の基礎、病棟での多職種連携、訪問診療での基本
的なケアを習得します。またヘルスプロモーション活動への参加から、地域・
コミュニティをケアする重要性の理解も重視します。

2年次の大阪赤十字では病棟研修を中心に１年次に経験した金井病院での経験

を振り返り、自身の将来を見据えた学習ニーズを踏まえながら、各科の専門的
知識を踏まえて多疾患合併で診断や治療プロセスに困難さがあったり、患者を
取り巻く背景も疾患に影響したりしているような複雑な健康問題に対しても的
確なマネジメントができることを目指します。

3年次・４年次は外来・訪問診療を中心に僻地診療所における包括的なケ

アを経験し、家庭医療面接の応用編、訪問診療にて継続性による学び、多職種
連携の習得を目標とします。同時に乳幼児健診や介護認定審査会、地域での様
々なイベントの参加などの地域のニーズを踏まえた公式・非公式の保健・医療
・介護・福祉活動に取り組みます。さらには、学生や多職種に対して簡単な指
導ができることを目標とします。

修了時には、診断や治療プロセスが困難で、かつ患者を取り巻く背景も複雑

な健康問題に対して、１年次に経験した金井病院と２年次に経験した大阪赤十
字病院の双方のセッティングの違いを理解しながら、医療機関の役割や地域特
性を踏まえた的確なマネジメントを提供できることを目標とします。
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教育環境

教育方略

専門医研修の 4 年間で、着実な知識や技術を身につけるのは必要不可欠です。 そして関西家庭医療学センター

にはそれが十分可能な現場と指導陣があります。 しかし、個々の患者との一対一の関係を重視しながら診療をする

総合診療医・家庭医にとっては、それだけで研修を終えるのは非常にもったいないです。

これまで生きてきた中で積み立ててきた皆さんなりの医師としての価値観や人となりに、新しい色を書き加えたり、

時には見直しながら組み立て直す・・・、そのためにはどのようなことをすればよいのか？、それをこの期間で是非身につ

けて欲しいという願いがあります。

この知識と技術を身につけることと、人となりの組み立て直しを体験すること、その二つを可能にする教育を

関西家庭医療学センターでは用意しています。

① 専攻医一人一人の４年間を貫く指針となる 目標設定と振り返り

・研修のスタート時点で、指導医との対話の中で目標設定を行います
・様々な場面での振り返りは、その目標を軸にして行われます

② 知識・技術と現場での実践を高めるためのレクチャーとフィードバック

・総合診療医として重厚な経験を積んで来た指導医陣による疾患・徴候マネジメントのレクチャー
・姉妹プログラムの北海道家庭医療学センター指導陣による家庭医療の理論のレクチャー
・レクチャーを実際の診療に活かせることを重視したフィードバック

③ 医師としての深みを知るための関西家庭医療学センターチームでの.  対話

・行動を見ているだけでは触れられない内面や価値観を対話するチャンスが豊富にあります
・それぞれのキャリアを歩んだ多様なロールモデルの経験も知りながら、皆さん自身が振り返る機会になります

「専攻医と指導医が１つのチームとなって
研修を創っていく」

それが関西家庭医療学センターのスタンスです

①外来・訪問診療での指導
②カルテチェック・カルテを基にしたディスカッション（Ｃ６Ｄ）
③ポートフォリオ
④レジデント・デイ オンライン月1回、オンサイト月1回
⑤姉妹プログラムの北海道家庭医療学センター指導医陣による家庭医療の理論のレクチャー

北海道家庭医療学センター + 福島県立医大との合同勉強会(FaMReF)
⑥ビデオレビュー、家庭医療学カンファレンス、抄読会
⑦院内活動
⑧地域活動(大阪赤十字病院では院外で公立中学校への性感染症教育など)
⑨学生・研修医教育



指導医からのメッセージ

松井 善典（まつい よしのり）

2005年 滋賀医科大学医学部 卒業
日鋼記念病院 初期研修
北海道家庭医療学センター 後期研修
北海道家庭医療学センターフェロー
更別村国民健康保険診療所副所長

現在、浅井東診療所所長
日本プライマリ・ケア連合学会
生涯教育委員会委員

滋賀医大非常勤講師

<資格>
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医

宮地 純一郎（みやち じゅんいちろう）

2005年 大阪大学医学部 卒業
市立伊東市民病院 初期研修
公益社団法人 地域医療振興協会
後期研修「地域医療のススメ」
北海道家庭医療学センター フェロー
上川医療センター 副院長
浅井東診療所 副所長

名古屋工学工学院 医学系研究科 博士後期課程

<資格>
日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医

エジンバラ大学 医療人類学 修士

関西家庭医療学センター（以下関西FM）のプログラム統括責任者（浅
井東診療所所長）の松井です。

関西FMは友情と情熱で出来たプログラムで、これからの時代に活躍で
きる総合診療医を養成したいと考え、６年前に誕生しました。

それを体現しているのが3つの教育施設の多様性と指導医陣の豊かさ、
それを生かした指導体制です。

働いている浅井東診療所は、自然豊かな山間部に位置し、幅の広い・継
続的な外来・訪問診療・地域ケアが経験できます。学生時代からの友人の
宮地先生と一緒に、誰もが家庭医療を学べる診療所にしてきました。ここ
での２年間で、家庭医として経験すべき症候・疾患の7割が経験できま
す。

また、家庭医療を実践し専門性を高めるための理論・言語化についても
定期的なカンファレンスや振り返りで鍛えていくことを重視しています。
仲間と環境は揃っています。

一緒に家庭医・総合診療医として日々成長しつつ、関西FMを共に育て
ながら共に歩んでいきましょう!!

浅井東診療所の宮地です。

関西家庭医療学センターは、現場での叩き上げの経験・現場を離れて
行う丁寧な省察、その両方を大切にするために、専攻医の皆さんと指導
医陣が、現場で同じ患者とすごす経験を共にしたり、その経験を語り合
う場を地道に設けながら、一緒に歩みはじめたところです。

指導医陣は人として・医師として大切にしていることは少しずつ違い
ますが、役割は、経営者から研究者まで大きく異なるメンバーが揃って
おり、そして家族の状況も少しずつ異なるという、その多様性は、専攻
医の皆さんにとっては、「こうしなければならない」から一歩離れて、
自分なりの歩みを作るための大切な刺激となるはずです。

そんな場所から、人として・医師としての時間を私たちと一緒に歩み
たいという皆さんをお待ちしております。



金井 伸行（かない のぶゆき）

1999年 京都大学医学部卒業
麻生飯塚病院 救急部
洛和会音羽病院 総合診療/救急科

現在、医療法人社団淀さんせん会 理事長
京都大学医学部臨床准教授

<資格>
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本救急医学会救急科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
京都府医師会指定学校医
京都労働局地方労災医員
臨床研修指導医
ACP（米国内科学会）member

1999年 京都大学医学部卒業
神戸中央市民病院 初期研修/小児科専攻医

現在、大阪赤十字病院 小児科、新生児／未熟児科
兼 救急部 副部長

<資格>
日本小児科学会認定小児科専門医
日本小児神経学会認定小児神経科専門医
日本救急医学会認定救急科専門医
日本プライマリ・ケア認定医・指導医
臨床研修指導医
AHA PALS インストラクター
日本周産期・新生児医学会周産期（新生児）専門医
日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法一次コース（Aコース）
インストラクター

坂本 晴子（さかもと はるこ）

「関西で総合診療医・家庭医が輝くフィールドを作りたい」
「地域で活躍できる人材を地域医療の最前線で育てたい」
それが私たちの夢でした。
そんな夢を体現するべく誕生したのが関西家庭医療学センター（関西FM）です。

私ども金井病院は、総合診療専門研修Ⅱを担当します。京都市の南部に位置し、創立以来
40年にわたって地域のニーズに耳を傾け続け、住民とともに歩んでいる150床規模のコミュ
ニティホスピタルです。

経営トップである私自身が病院総合医・ER型救急医ということもあり、常勤医師の８割が
総合診療医・家庭医という、全国でも珍しいタイプの病院になりました。

北海道家庭医療学センター・飯塚病院・洛和会音羽/丸太町病院・福知山市民病院等の定評

ある研修施設で一流の研修・指導経験を積んできた病院総合医・内科医・家庭医が集い、臓
器別専門医とも連携しながら、急性期から慢性期までシームレスな医療を実践しています。

病院医療は院内の多職種チームとの協働がカギ。外来、入院、救急、在宅、健診といった

様々なフィールドでチーム医療を実践しながら、産業医活動、学校医活動、地域住民向け健
康イベントや地域行事にも積極的に参画して地域のプライマリ・ケアを担っています。
専攻医のみなさんには、「小児からお年寄りまで診る病院家庭医療外来」や「臓器別でな

い総合診療科病棟での患者管理」を、手厚い指導の下でたっぷりと実践していただきます。
総合診療医が診るＥＲ型救急、機能強化型在宅療養支援病院における訪問診療も、みなさん
にとって貴重な経験となるでしょう。

みなさんが将来、どんなフィールドでも輝く総合診療医・家庭医になれるよう、全面的に
サポートします。
活気あるプログラム「関西FM」を一緒に創っていきましょう！

関西家庭医療学センターの家庭医療学専門医プログラムは、多くの指導医・スタッフ同士の
仲間としてのつながりとそれぞれの人生でのタイミングの一致から生まれ、６年目を迎えま
した。

大阪赤十字病院は、研修２年目の領域別研修を担当します。私は主に小児科研修で皆さん

を指導させていただきます。小児科／新生児・未熟児科では、血液・腎・神経・アレルギー
・感染症・心臓検診・内分泌・児童虐待・未熟児など、幅広い小児疾患を診療しており、小
児の入院治療や専門外来診療について学べます。
また、自治体の乳幼児検診、保育所療育相談、小学校での心肺蘇生教育、中学校での性教

育、病院に併設する重症心身障害児者施設／児童発達支援センターである大手前整肢学園で
の診療など、指導医とともに地域での医療・福祉・教育にかかわって学べます。
専門内科各科も、近畿一円から紹介される患者さんを高度な専門性を持って診療していま
す。
また、赤十字病院という特性から、救命救急センター、国際医療救援拠点病院、大阪府地

域災害拠点病院に指定されており、大阪市で１、２を争う台数の救急車を受け入れ、ウガン
ダ、インドネシア、ネパール、チリ、ガザなどの被災地・紛争地へ職員を派遣、東日本大震
災や熊本地震では初動から継続して救護班を被災地に派遣、毎年10月に大阪府市や自衛隊と
連携して大規模な災害訓練を行っています。

大阪赤十字病院は、家庭医療／総合診療専門医を目指すあなたにとって、とても有意義な
研修ができる場だと考えています。

ぜひ、あなたも関西家庭医療学センターの仲間に加わり、このプログラムをさらに発展させ
てください。お待ちしています。！



専攻医からのメッセージ

2012年 京都府立医科大学医学部卒業
2018年 川崎市立多摩病院臨床研修医
2020年 関西家庭医療学センター 総合診療専門医コース

金井病院 総合診療科

木村 沙江（きむら さえ） (専攻医１年目)

関西家庭医療学センター専攻医の木村沙江と申します。

私は、初期研修終了後、2020年度より当コースの専攻医研修を開始しました。
医学科進学前は一般企業で勤務していました。

私は、患者様の生活背景や生き方を含めた、さまざまな心身のニーズに応える医療
を行うべく、家庭医療科を志しました。

この専門科には、患者のより良い生活や地域の健康を支える役割もあります。家庭
医療には、科学的に割り切れない状況に対応するというアートとサイエンスの交わる
ところを追求する面白さがあると思います。

関西FMの特徴は、柔軟で懐の深いところです。指導医や専攻医の背景や経験、そ
して関心の方向も様々ですが、医療に対する根本的な思いは共通しています。

興味のあること、やりたいことを自由に進められるのはもちろん、診療上の困難さ
や日々の悩みも指導医や専攻医達とともに深く考え、成長に繋げることができます。

もともと家庭医療に関心のある方も、診療の中で家庭医療に関心を持った方も、将来
のビジョンが明確な方も、何をするか迷っている方も、是非お越しください。

北川 景都（きたがわ けいと） (専攻医１年目）

2018年 弘前大学医学部医学科卒業
三田市民病院・神戸大学医学部付属病院臨床研修

2020年 関西家庭医療学センター 総合診療専門医コース
金井病院 総合診療科

〈資格〉
ICLS コース修了、 JMECC修了

こんにちは、専攻医の北川と申します。

これを書いている今、関西家庭医療学センターの専攻医になり金井病院で勤務し
始めて２ヶ月が経ちました。

新しい環境で大変なことももちろん多いですが、色んな指導医に支えていただき
余裕を持って専攻医生活を送れています。「支える」体制はこのプログラムの強み
かもしれません。

自分の近況や困難症例について、時間をとって指導医や他の専攻医に話す会議が
週に数回あります。その度に自分の現状を言語化し、フィードバックをもらうので
、そもそも自分の現状・気持ちを把握できていないといけません。

まだ２ヶ月だけれど、慌ただしい日々の中で立ち止まって振り返る習慣ができま
した。

また、そういった会議は他サイトの指導医・専攻医ともあるので、色々な角度か
ら意見をもらえます。
普段一緒に働いていない人からも話を聞けるのは貴重かもしれません。
色々な角度から支えられ幅を広げてもらっていると感じます。

是非みなさま見学お待ちしています。



専攻医からのメッセージ

2009年 東海大学医学部卒業
東海大学医学部付属病院臨床研修医

2011年 東海大学医学部付属病院 循環器内科
2014年 伊勢原協同病院 循環器内科
2015年 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科
2019年 関西家庭医療学センター 総合診療専門医コース

浅井東診療所
2020年 大阪赤十字病院
<資格>

日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション学会認定医
日本内科学会 総合内科専門医
日本内科学会 内科認定医

五嶋 実波（ごしま みなみ） (専攻医２年目)

総合診療医を目指す皆さん、こんにちは！
私は新専門医制度が始まって二期目の学年に当たります。

初期研修を行う中で、近い将来には総合診療医・家庭医のニーズはより高まるはず
だと思い、総合診療専門医プログラムに進むことに決めました。

関西家庭医療学センター（関西FM）で、後期研修を行うことに決めた理由は主に
３つあります。

１つ目は、関西が好きだからです。私は大阪府出身であり、関西弁やお好み焼き
は大好きですが、勿論、関西出身でない方も大好きです！ 気候も人も温かく、週
末に出掛けられる観光スポットもたくさんあります。一緒に楽しい関西ライフを送
りましょう！

２つ目は、家庭医療をベースにして、総合診療医になるための研鑽を積みたいと
思ったからです。関西FMでは、家庭医療学を習得するための指導が大変豊富にある
ので、医師として働き続けるための武器を得られると思います。

３つ目は、３つの府県・施設で十分な研修が行えることです。後期研修にうちに
府県を跨いで、診療所から中小病院並びに大病院までを経験することで、将来様々
な環境で活躍するための基本的な力を身につけられると考えています。

指導医の先生方と専攻医の先輩は優しく明るく、いつでも相談に乗ってくれるの
で、どなたでも安心して研修生活を送れると思います。
是非見学に来てください。仲間になりましょう。

南川 翔（みながわ しょう） (専攻医２年目）

2017年 富山大学医学部卒業
大阪市立大学医学部付属病院卒後臨床研修

2019年 関西家庭医療学センター 総合診療専門医コース
金井病院 総合診療科

関西家庭医療学センター専攻医２年目の南川 翔と申します。

東海大学医学部を卒業後、循環器内科医として主に急性期疾患を専門に診療して
まいりした。

高齢化が進み、また医療が高度専門化した現代において、診療、患者ケアの場が
病院から地域へシフトしてきております。

そのような状況で外来、在宅医療、予防からリハビリテーション、他職種との連
携まで多面的な視野で診療を行うことができる家庭医が今後重要な役割を担ってい
くと考えられ、この分野を専門的に学びたいと考え2019年度より当プログラムで専
攻医として研修を開始しました。

当プログラムは歴史ある北海道家庭医療学センターの姉妹プログラムであり、北
海道の地で家庭医療を実践してこられた卓越した指導力を持つ指導医の先生方が豊
富にそろっております。

家庭医療の実践のみならず、教育、研究、経営に関しても非常に力を入れている
ところが当プログラムの魅力であると思います。

一度見学に来ていただき肌で感じてください。
お待ちしております。



専攻医からのメッセージ

2013年 島根大学医学部医学科卒業
徳島大学病院卒後研修センター 初期研修

2015年 株式会社麻生飯塚病院総合診療科 後期研修
2018年 関西家庭医療学センター 総合診療専門医コース

金井病院 総合診療科
大阪赤十字病院 救急科
浅井東診療所

<資格>
日本内科学会 認定内科医

生田 奈央（いくた なお） (専攻医３年目)

皆さま、はじめまして。専攻医の生田です。

私は、総合内科後期研修後に関西ＦＭに来ました。病棟総合医になるか、家庭医に
なるか迷っていたのですが、まずは内科をしっかり学びたいと思い、総合内科の研修
を３年間行いました。その後、このプログラムに入った訳ですが、そんなレジデント
の多様な経歴や特性を踏まえた上で進路や研修内容について相談にのってくださる点
に安心感と信頼感を抱きました。

また、伝統ある北海道家庭医療学センターと姉妹プログラム関係にあることもあ
り、オンライン勉強会も多く、しっかりとした家庭医療学を学びつつ医学的知識の獲
得も達成できると感じました。

関西の地で総合診療について学びたい方には、是非お勧めしたいプログラムです。
笑いあり、感動あり、一緒に成長していきましょう。

興味を持たれた方は、是非一度見学にお越しください。

成瀬 瞳（なるせ ひとみ） (専攻医３年目)

関西家庭医療学センター（関西FM）の専攻医の成瀬と申します。

滋賀医科大学医学部を卒業後、洛和会音羽病院での3年間の研修を経て、2017
年度より金井病院で家庭医療の後期研修を開始しました。

関西FMでは、家庭医の土台となる概念、医学的知識、臨床能力の基本をしっ

かりと身につけ、家庭医としてのアイデンティティーを構築することができま
す。一方で、家庭医の役割は多種多様です。関西FMの指導医・専攻医は、様々

なバックグラウンドを持ち、目指している医師像も異なるため、多彩なロールモ
デルに出会うことができます。

私は、医師になる前は理学療法士としてリハビリテーションに従事していまし
た。そこで学んだ全人的医療の大切さを今後は家庭医として臨床に生かしつつ、
将来は予防医学を中心とした公衆衛生分野にも携わりたいと考えています。

このプログラムのもと、家庭医のアイデンティティーと自分の興味を融合さ

せ、自分なりの家庭医へと成長していけるよう、一日一日を丁寧に過ごしていき
たいと思います。

2014年 滋賀医科大学医学部医学科卒業
洛和会音羽病院初期研修

2016年 洛和会音羽病院総合診療科後期研修
2017年 関西家庭医療学センター 家庭医療学専門医コース

金井病院総合診療科
大阪赤十字病院 救急科
浅井東診療所

<資格>
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医



皆さん、こんにちは。

2018年3月に研修を修了した関西家庭医療学センター１期生の荒 隆紀と申し
ます。

関西FMの魅力を一言で表現すれば「確かな家庭医療力、確かな総合診療力」
です。「確かな総合診療力」と「確かな家庭医療力」って何でしょう？

答えは当プログラムに１度見学に来ていただければ分かると思います。

北海道家庭医療学センターの姉妹プログラムとして、確かな教育のもと、将来
自立した家庭医となる省察力と家庭医療のコア理論、そして様々な疾患の管理
力をモノにした家庭医になれることをお約束します。

毎年の引越があるのが少し大変ですが、三つの全く違ったバックグランドに触
れつつ個性豊かな指導医からフィードバックを受けられるのが当プログラムの
魅力です

さあ、一緒に新しい関西の家庭医療を作っていきましょう！！

荒 隆紀（あら たかのり）【第１期生】

専攻医修了医師からメッセージ

2012年 新潟大学医学部医学科卒業
洛和会音羽病院初期研修

2014年 洛和会音羽病院呼吸器内科後期研修
2015年 関西家庭医療学センター 家庭医療学専門医コース

浅井東診療所
2016年 大阪赤十字病院 救急科
2017年 金井病院 総合診療科
2018年 関西家庭医療学センター

家庭医療学専門医コース修了
現在 おひさま会やまぐちクリニック

大阪赤十字病院 救急科 非常勤医師
グロービス経営大学院 経営学専攻

<資格>
AHA BLS,ACLS,PALSヘルスケアプロバイダー
ISLSプロバイダー、JPTECプロバイダー、
PTLSプロバイダー、BLSOプロバイダー
3級ファイナンシャル･プランニング(FP)技能士
日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医・指導医

研修中の学びを元に
救急マニュアルを
執筆しました！



専攻医修了医師からメッセージ

柏﨑 元皓（かしわざき もとひろ）【第２期生】

2011年 京都大学医学部卒業
倉敷中央病院 初期研修

2013年 倉敷中央病院 小児科後期研修
2016年 関西家庭医療学センター 家庭医療学専門医コース

金井病院 総合診療科
2017年 大阪赤十字病院 救急科
2018年 浅井東診療所
2019年 関西家庭医療学センター

家庭医療学専門医コース修了
2019年 浅井診療所 所長

<資格>
AHA BLSヘルスケアプロバイダー PALSプロバイダー
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法Aコース認定

皆さんこんにちは。２０１９年３月に研修を修了した、関西家庭医療学センター
２期生の柏﨑元皓です。

今年からは、北海道家庭医療学センターのフェローとして学びを続けながら、関西
家庭医療学センターの指導医、浅井診療所所長として、診療・教育に携わっていま
す。

関西ＦＭの魅力は「多様性」です。

北海道家庭医療学センターや飯塚病院のプログラム出身の家庭医指導医の他に、
飯塚病院や音羽病院出身の救急・総合診療医の先生方がおられます。

将来自立した家庭医にとなるための省察力と家庭医療のコア理論、そして様々な疾
患の管理力をモノにできる恵まれた環境です。

三つの全く異なる地域で診療に当たることで、家庭医に必要とされる多様な能力を
培えます。

私は小児科後期研修後に関西ＦＭに来ました。成人診療に苦手意識がありましたが
そこをケアしていただきながらも、小児科の経験を生かせる場もいただいています。
他にも様々な背景を持つ先生ばかりです。関西FMには多様性を歓迎し、その多様性を
生かそうとする土壌があります。

自分はオーソドックスだと思う人も、自分はオリジナリティあふれているなと思う
人も、是非関西ＦＭの一員となって、多様な学びをしながら、創造的に盛り上げてい
きませんか？ お持ちしております。



中川 晃輔（なかがわ こうすけ）【第３期生】

みなさまこんにちは。関西家庭医療学センター３期生の中川晃輔です。

私は、初期研修の2年間が終わってすぐ、診療所の世界に飛び込み、当センターで
研修を受けてきました。研修終了後は金井病院でさらに勉強を続けております。

家庭医は、特定の臓器に関する専門性が高い医師ではありませんが、古くからあ
るお医者さんのイメージに一番近いのではないかと思っています。

患者さん、ご家族の日常生活との距離が近く、老若男女、病気の種類にかかわら
ず、地域に住む方々の様々なニーズにお応えしていくことが、家庭医の務めと思い
ます。
今後研鑽を積んでいきたいと思います。

当プログラムは卓越した家庭医の先生方による手厚い御指導のもと、大阪・京都
・滋賀の異なった環境の中、幅広い経験を積むことができ、大変魅力的だと思いま
す。

まだ新しいプログラムですが、最近も新たなメンバーを加え、どんどん活気のあ
るプログラムになってきていると思います。さらに新たな風が入ってくることを期
待しています。

皆さんのご応募をお待ちしております。

2015年 兵庫医科大学医学部卒業
福井県立病院 初期研修

2017年 関西家庭医療学センター
家庭医療学専門医コース

浅井東診療所
大阪赤十字病院 救急科
金井病院 総合診療科

2020年 関西家庭医療学センター
家庭医療学専門医コース 修了

<資格>
ICLSコースインストラクター、JATECコース終了

専攻医修了医師からメッセージ



各研修医療機関指導医紹介

浅井東診療所

坂本 晴子（さかもと はるこ）

松井 善典（まつい よしのり） 宮地 純一郎（みやち じゅんいちろう
）

大阪赤十字病院

医療法人社団淀さんせん会 金井病院

金井 伸行（かない のぶゆき） 戸城 仁一（としろ じんいち）

西村 英祥（にしむら ひであき）



医療法人社団淀さんせん会 金井病院

南 麻弥（みなみ まや）

西尾 真季（にしお まき）

上月 圭（こうづき けい）松島 和樹（まつしま かずき）

和田 幹生（わだ みきお）

大阿久 達郎（おおあく たつろう
）



研修生活の風景

浅井東診療所でのオンサイト振り返り 大阪赤十字病院 小児科外来研修

金井病院でのオンサイト振り返り オンサイトでの打ち上げはやっぱり・・・

家庭医療を学ぶ「仲秋の学び場」
キャンパスプラザ京都

家庭医療を学ぶ「2019新春の学び場」
キャンパスプラザ京都



金井病院での症例ディスカッション 金井病院 家庭医療外来研修

大阪市公立中学校への出前授業
性感染症レクチャー

大阪赤十字病院でのオリエンテーション
マインドマップを使った自己紹介！

神戸市内小学校での心肺蘇生教育2016年こども虐待防止学会へ参加



2018年近畿ポートフォリオ発表会
荒医師・成瀬医師 優秀ポートフォリオ賞受賞！

2019年近畿ポートフォリオ発表会
柏﨑医師・成瀬医師優秀ポートフォリオ賞受賞！

関西FM 共同オーナーの草場・金井編纂の専門医試験対策本も！

『総合診療専門医のためのワークブック
〜専門医試験対策』 （中山書店 2017年6月刊）



※当センターでは、本コースに関心ある医師、研修医、医学生の施設見学希望を

いつでも受け入れています。
（浅井東診療所、金井病院、大阪赤十字病院の３施設について、ご希望に応じ見学のスケジュールを調整します)

http://www.kansai-fm.jp/

総合診療専門医コース 専攻医募集要項

お問い合わせはホームページよりアクセス！

【応募資格】：原則として卒後２年間の初期臨床研修を修了（見込み）の者

【採用定員】：総合診療専門医コース４名

（日本専門医機構の認める定員）（変更の場合あり）

【提出書類】：①指定の願書 ②指定の履歴書・自己紹介書

③医師免許証の写し ④臨床研修修了（見込み）証明書

⑤指定の推薦状（現在所属の長）

【応募方法】：上記応募書類を下記提出先に送付するとともに、

日本専門医機構指定の登録期間に専攻医登録システムに登録すること

【応募期間】：2020年 8月 1日（土）～ 2020年 9月 12日（土）必着

【提 出 先】：医療法人社団淀さんせん会 金井病院

関西家庭医療学センター事務局 宛

〒613‐0911 京都市伏見区淀木津町６１２－１２

Tel :075－631－1215 Fax :075－632－2658

E-mail : office@kansai-fm.jp

【面接日時】：2020年 9月 22日（火・祝） 午後 1時～

【面接会場】：医療法人社団淀さんせん会金井病院 管理棟４階会議室他



募集要項／処遇

総合診療専門研修Ⅰ（２４ヶ月） 総合診療専門研修Ⅱ（１２ヶ月）
領域別研修

（内科・小児科・救急・他）（１２ヶ月）

研修場所
浅 井 東 診 療 所

医療法人社団淀さんせん会
金 井 病 院

大 阪 赤 十 字 病 院

滋賀県長浜市野瀬町８２８ 京都市伏見区淀木津町６１２－１２ 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０

身 分 １年契約の常勤職員 １年契約の常勤職員 １年契約の常勤職員

給 与
（基本給）

１年目500,000円 ２年目550,000円
３年目600,000円 ４年目640,000円

１年目500,000円 ２年目550,000円
３年目600,000円

（初期研修終了後）
１年目380,000円 ２年目405,000円
３年目435,000円
４年目以降当院規定による

賞 与 なし なし
初期研修終了後 1～3年目 なし
４年目以降 当院規定による

通勤手当 上限30,000円まで支給
上限25,000円まで支給
（公共交通機関の月額定期代）

月額上限55,000円まで支給
（6か月定期代にて支給）

住居手当 なし（但し、借上げ社宅制度あり） なし
月額上限28,500円まで支給
（職員宿舎入居者除く）

当直手当
15,000円（平日）・30.000円（土日祝日） 28,000円（平日）・42,000円（土曜日）

56,000円（日祝日）
15,225円（平日）・15,730円（休前日）
15,830円（休日）（日当直待機手当）

勤務時間

週４０時間 週３９時間（週４．５日） 週３８時間４５分

8:30～17:30 (平日）
8:30～12:30 （土曜日）

8:30～18:07 (平日）
8:30～13:02 （土曜日）

8:30～17:00

休 日

日・祝日（土曜日は勤務表による） 週休２日制（日曜日含む） 及び 祝日 週休２日制（土・日） 及び 祝日

夏期休暇は有給休暇にて対応可能
（応相談）

リフレッシュ休暇（夏休）４日 創立記念日 ５月１日

年末年始（年度により異なる）
年末年始休暇（12月30日～1月3日）
但し 日当直あり

年末年始休暇（12月29日～1月3日）

健康管理 年１回職員健康診断あり 年１回職員健康診断あり 年２回職員健康診断あり

保 険
厚生年金、健康保険、雇用保険、 厚生年金、健康保険、雇用保険 各種社会保険制度あり

労災保険加入、医師賠償責任保険加入 労災保険加入、医師賠償責任保険加入

学会出張

指定する学会に限り全額補助 当院旅費規程により支給（上限あり） 全国学会若しくはそれに準ずる学会
で、院長が認めたものについては院
長が定めた基準に基づき出張旅費
を支給する。なお講習会等の自己
研鑽については業務に含めない

若しくは半額補助あり 学会演者発表の場合は別途支給あり

退職金制度 なし なし なし

※上記内容は2020年６月現在の内容であり、就職時に
おいて変更になる場合があります

2021年度関西家庭医療学センター
（総合診療専門医コース）



関西家庭医療学センター

関西で学ぼう！創ろう！

1.すべての総合診療医を志す学習者にインスピレーションと
イノベーションを与えます。

2.ダイバーシティを受け入れ、関わる全ての人々に愛と笑いを
もって接します。

3.自由と自律をもってパートナーの幸福を追求しつづけます。

-私たちは-

Designed by  Takanori Ara

2021年度プログラム公式パンフレット


