
2019 年 8 月 28 日 

基幹型・協力型臨床研修病院 各位 

臨床研修協力施設 各位 

民医連 関西医師臨床研修センター 

センター長 井上 賀元 

全日本民医連 医師臨床研修センター 

センター長 尾形 和泰 

 

｢民医連関西臨床研修センター 臨床研修指導医講習会」 開催のお知らせ 

 

下記のとおり、臨床研修指導医講習会を開催いたします。 

本講習会は厚生労働省の認定講習会で、修了者には修了証を発行いたします。 

 

１．講習会の目的 

医師臨床研修制度では、指導医はプライマリ･ケアの指導方法に関する講習会を受講し

ている事が必要条件となっています。 

本講習会は、研修カリキュラムを立案し推進する能力、及び基本的臨床能力を備えた研

修医を育成する指導力を身につけることを目的とします。 

 

２．主催・共催 

主催者：民医連関西臨床研修センター 

共催者：全日本民医連 医師臨床研修センター 

 

３．講習会責任者 

講習会主催責任者：大矢 亮（耳原総合病院） 

講習会企画責任者：井上 賀元（京都民医連中央病院） 

 

４．開催日時 2019年 11月 23日（土・祝）～ 11 月 24 日（日） 

23 日（土）8:15～20:30（受付8:00～） 24 日（日）8:30～15:30 

 

５．会場 大阪民医連事務局 

住所：〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-8 創建本町ビル2階 

最寄駅：大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」9番出口徒歩 3 分 

 

６．主な内容（予定） 

・ 医師臨床研修制度の理念と概要  ・ カリキュラム・プランニングの概要 



・ 臨床現場でのフィードバックの仕方 ・ Difficult learner への対応 

・ プロフェッショナリズム  ・ SDH教育 ・ 評価について 

・ ミニレクチャーのすすめ方 他 

 

７．講習会修了の認定 

講習会修了者には、厚生労働省医政局長印を押印した「修了証書」を交付します。 

 

８．定員 30 人 

参加要件：研修病院･施設において医師臨床研修に熱意があり、研修指導する立場にあ

る医師およびこれから指導医となる医師。 

 

９．受講料 一般40,000 円 （民医連加盟事業所は30,000 円） 

受講料には昼(両日)・夕食代が含まれています（夕食はナイトセッションとしてカリキ

ュラムの一部です）。振込先は参加決定者に通知いたします。 

 

10．申し込みについて 

指定の申込書に必要事項を記入の上、メールにてお申し込み下さい。 

・締め切り 2019 年 10 月 15 日（火） ただし定員に達し次第、締め切ります。 

・参加決定通知 参加申し込み順にて、参加の可否をご通知いたします。 

 

11． 服装・持ち物 

・リラックスできる普段着でご参加下さい。 

・筆記用具をお持ち下さい。 

 

12．宿泊  

必要な方は事務局で30室程度確保していますので参加申込書にご記載下さい。宿泊代金

は後日事業所に請求させていただきます。 

 

13．お申込み・お問合せ先 

大阪民医連医師部：大隅（おおすみ） 

〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-8 創建本町ビル2階 

Tel：06-6268-3970 E-Mail：osumi@oskmin.com 

 

以上 

 

 



大阪民医連へのアクセス 

 

 

④ ⑧ ⑨ 

⑬

13 

⑮ 

大阪民医連 
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時刻 Session 形式 内容 所要時間 担当TF

8:00 受付開始 15分

8:15 全体 開会　タスクフォース紹介 15分
耳原総合病院
研修委員長
大矢亮（D）

8:25 1 全体 オリエンテーション 【35分】

全体 アイスブレーキング 15分

講義1 ★医師臨床研修制度の理念と概要 20分

9:00 2
健康の社会的決定要因（SDH：Social Determinants of
health）教育について

【120分】

PLS レクチャー

WS グループ作業

SDG グループ討議

11:00 休憩 10分

11:10 3 ★フィードバック（臨床現場でのフィードバック） 【120分】

PLS 効果的なフィードバック

WS グループ作業

SDG グループ討議

13:10 昼食 50分

14:00 4 カリキュラム・プランニング 【160分】

PLS ★カリキュラム・プランニングの概要（目標・方略・評価） 40分

WS ★医師臨床研修の到達目標と修了基準（マトリックス表作成） 40分

WS マイルストーン表作成 60分

SGD 発表・討論 20分

16:40 コーヒーブレイク 10分

16:50 5 プロフェッショナリズム 【120分】

PLS レクチャー

SDG グループ討議

18:50 夕食の準備 10分

19:00 6 ナイトセッション（夕食兼） 【90分】

PLS 講習会参加者の勤務する研修病院紹介　5分×4 20分

SGD グループ討議 30分

発表・討論 40分

20:30 1日目のまとめ 10分

尼崎生協病院
井村春樹（TF)

大曲診療所
藤原和成氏

川崎協同病院
研修プログラム責任者
和田 浄史（TF)

京都民医連中央病院
集中治療科科長
井上 賀元（チーフTF)

11月23日（土）　＜1日目＞

西淀病院
副病院長
落合甲太（TF）

土庫病院
下林孝好（TF)

民医連関西臨床研修センター　指導医講習会プログラム

日時：2019年11月23日（土）～24日（日）　　会場：大阪民医連事務局

進行表
ＳＧＤ：Small Group Discussion グループ討論 ＰＬＳ：Plenary Session 全体セッション（発表） WS：workshop ワークショップ

　Ｄ：Director 講習会主催責任者 ＴＦ：Task Force 講習会世話人
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民医連関西臨床研修センター　指導医講習会プログラム

日時：2019年11月23日（土）～24日（日）　　会場：大阪民医連事務局

進行表
ＳＧＤ：Small Group Discussion グループ討論 ＰＬＳ：Plenary Session 全体セッション（発表） WS：workshop ワークショップ

　Ｄ：Director 講習会主催責任者 ＴＦ：Task Force 講習会世話人

645 10h45m

時刻 Session 形式 内容 所要時間 担当TF

8:30 7 Difficult Learnerへの対応 【120分】

PLS レクチャー

WS グループ作業

SDG グループ討議

10:30 コーヒーブレイク 10分

10:40 8 臨床研修指導における評価について 【90分】

PLS レクチャー

WS グループ作業

SDG グループ討議

12:10 昼食 50分

13:00 9 ミニレクチャー 【120分】

PLS レクチャー

WS ミニレクチャー5分と振り返り5分 6名

SDG グループ討議

15:00 総括、ポストテスト 30分

15:30 閉会式、修了証授与、写真撮影 10分
330 5h30m
975 16h15m

尼崎医療生協病院
内科医長
中田　均（TF）

11月24日（日）　＜2日目＞

亀田ファミリークリニック
岡田唯男氏

京都協立病院
院長
玉木 千里（TF)


