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総合診療科 

 スタッフ 

科長  竹村 洋典 

   

医師数 常 勤 5 名 

 診療科の特色・診療対象疾患 

1. 治療方針 

地域の住民が健康で豊かな生活を送ることを目指

し、臓器にかかわらず様々な身体や心の問題に対

して診療することにより、患者中心の医療を提供

するようにつとめました。 

総合診療の経験豊かな教員スタッフと教員スタッ

フの指導の下、学生・研修医も真摯に診療しまし

た。 

 

2. 主な診療内容 

○かぜ、頭痛、めまいなど、日常でよく起こりう

る病気や症状がある方の診療 

○様々な疾患をもったり、問題が多臓器に及んだ

りするため、一つの科だけでは診られない方の診

療 

○不明熱、原因不明の検査異常など他の医療機関

や他の専門科で診断・治療が難しい方の診療 

○精神科での治療が必要でないうつ病などの心の

問題のある方の診療 

 

 診療体制と実績 

診療患者数は，別表の通り推移しています。 

昨年度までと同じく，複数・多領域にまたがる

症例を継続的に診療することが多かったが，最近

は，近隣医療機関からの診断に難渋する例の紹介

も増えてきている状況にあります。 

 

 診療内容の特色と治療実績 

○かぜ、頭痛、めまいなど日常でよく起こりうる

病気や症状 

○どこに受診したらよいかわからない症状 

○身体の問題をもちながら心の問題ももつ疾患 

○他の医療機関や他の専門科で原因がわからない

症状 

○入学や入社などに必要な健康診断 

 臨床研究等の実績 

１．出版（書籍） 

□竹村洋典. プライマリ・ケアを担当する医師とは. 

日本プライマリ・ケア連合学会 基本研修ハンドブッ

ク. 東京:南山堂; 2012. 

□竹村洋典. 心と身体の医療の接点. 第 3 巻心と

身体の相互作用. 脳とこころのプライマリ・ケア. 東

京: 南山堂; 2012. 

□大西弘高編. 高村昭輝分担執筆. “The” 臨床

推論－診断のプロをめざそう！－. 小児科外来：子ど

もは小さな大人じゃない. 南山堂, 東京, 2012 

□伊東直哉，平島 修，北村 大．「胸痛を主訴に

来院した61歳女性」 in 神田善伸，本村和久編 総

合診療科外来の問診ライブ，2013，文光堂 

□伊東直哉，平島 修，北村 大．「動悸を主訴に

来院した58歳男性」 in 神田善伸，本村和久編 総

合診療科外来の問診ライブ，2013，文光堂 

□宮越 浩一編．曽我圭司分担執筆．がん患者の

リハビリテーション－リスク管理とゴール設定Ⅲ章

原発巣別各論 8 終末期メディカルビュー社 2013 

□日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン委員会

編．四方哲分担執筆．終末期がん患者の輸液療法に

関するガイドライン [2011 年版].金原出版 , 東京 , 

2013 

 

２．原著論文（学会誌, 総説含む） 

□竹村洋典. 職場のメンタルヘルス問題への早期

介入と支援 プライマリ・ケア医による労働者のメン

タルヘルス不調対策の問題点とその支援策. 保健の

科学 2012;54(4):243-51. 

□高村昭輝. 小児科医のための教育指導の基本 

第８回 SET-GO モデルによるフィードバック. 日

本小児科学会雑誌. Vol.116. No.9. 2012 

□高村昭輝. 小児科医のための教育指導の基本 

第 10回 日常診療の評価：mini CEXと DOPS. 日本

小児科学会雑誌. Vol.116 No.11. 2012 

□家 研也, 岡田唯男,  帯下の診断と治療.日本プ

ライマリ・ケア連合学会誌 35(2),157-161.2012 
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３．原著論文以外（商業誌, 総説含む） 

□竹村洋典. エビデンスに基づいたわが国におけ

る患者とのより良いコミュニケーションとは. 薬局

2012;11. 

□竹村洋典. 卒前・卒後の家庭医療教育実施は地域

医療問題解決の打開策となるだろう . 新医療 

2012;12:2-3. 

□高村昭輝. 予防接種へ不安を持つ親への説明の

コツ－JIM. Vol.22. No.9. 2012 

□高村昭輝. フィードバック（評価）方法－小児

科診療. Vol.76. No.4. 2013 

□名倉功二, 田口智博．交渉が難しい相手のための

「コーチング」スキル.インフェクションコントロー

ル 22(3): 292 -297 2013 

□北村 大，家 研也．研修医のための ER 診療

マニュアル① 関節痛．救急医学．2012, 36(3), へる

す出版 

□北村 大．研修医が知っておきたい介護保険の

知識と主治医意見書を書く際の知識．レジデントノ

ート．2013, 14(18), 羊土社 

□北村 大 編，三重大 Grand Conference 第 2

回．週刊日本医事新報．2012, 4597, 日本医事新報社 

□北村 大, 家 研也,  関節痛. 特集 症候学・鑑別

診断編.救急医学 36(3),353-356.へるす出版.2012 

□猪野亜朗, 吉本尚. WHO の「アルコール有害使

用の低減戦略」から，日本の「アルコール関連問題

基本法」へ , 月刊地域医学 , Vol26(9). P829-832. 

2012. 

□吉本尚．家族ライフサイクル概論. 特集 実践！

家族アプローチ. Journal of Integrated Medicine, 

22(11), p822-823. 2012. 

□吉本尚（翻訳）：痔核切除 Hemorrhoidectomy, 

Procedures Consult. エルゼビア・ジャパン, 2012. 

□吉本尚（翻訳）：乳房生検（吸引細胞診） 

Fine-Needle Breast-Aspiration, Procedures 

Consult. エルゼビア・ジャパン, 2012. 

□吉本尚（監修）：Procedures Consult. エルゼビ

ア・ジャパン, 2012. 

□矢部千鶴（翻訳）：ダニ除去  ,Tick Removal, 

Procedures Consult. エルゼビア・ジャパン, 2012. 

□矢部千鶴（翻訳）：足関節脱臼整復 Dislocation 

Reduction of the Ankle Joint エルゼピアジャパン，

2012 

□竹田 啓，北村 大．単純 X 線が不可能な状況

下で転倒した高齢者を診察する際の心得．JIM．2012, 

22(12), 医学書院 

□岩佐 紘. すんなりわかる 実践！てんかんの診

断と連携 治療 94(10)，1727-1730,2012 

 

４．国内学会・研究会発表（口述, ポスターを含む） 

□竹村洋典. 日本が求めるべき家庭医療を日本発

のエビデンスから探る！第 5 回日本プライマリ・ケ

ア連合学会秋季セミナー, 大阪, 2012. 

□竹村洋典. 日本の求めるべき家庭医療とは―日

本発のエビデンスから眺めると―. 第 7 回大分家庭

医療研究会. 大分, 2012. 

□田口 智博, 飛松正樹, 西城卓也, 竹村洋典, 伴

信太郎．コーチングセミナーによって医学生・医療

者のコーチングに対する認識はどのように変化する

のか？ 

第 3回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会, 福

岡, 2012 

□田口 智博, 飛松正樹, 西城卓也, 竹村洋典, 伴

信太郎. コーチングセミナーによって医学生・医療者

のコーチングに対する認識はどのように変化するの

か？ 

第 7回 臨床コーチング研究会総会, 福岡, 2012 

□Taguchi, T, Saiki T, Ban, N. Perceptions of the 

mentoring program using the coaching theory 

structured through a literature review : 

 An exploratory study of the residents during 

the first two postgraduate years  

第 44回日本医学教育学会, Nagoya, 2012 

□本多康裕，田口智博．血小板減少を伴い外来の

みの経過観察で軽快したデング熱の 1例. 第 219回

日本内科学会東海地方会例会, 三重, 2013 

□北村 大，本村和久，室林 治，吉村 学，福

士元春，名郷直樹，金万和志．臨床研修指導医講習

会を受講し，参加者は何を今後の課題としたか？．

第 44回日本医学教育学会大会，神奈川 

□北村 大，竹村洋典．自殺者数の過少に対する，

非精神科医向けメンタルヘルス講習会の影響に関し

て．第 3回日本プライマリ・ケア連合学会学術総会，

福岡 

□中尾真大，家 研也，北村 大，竹村洋典，杉

本由香，堀木紀行．脂肪織炎を契機に trisomy 8 を

伴う骨髓異形成症候群 (MDS)合併腸管 Behcet 病が

疑われた 1 例，第 219 回 日本内科学会東海地方会，

2012.2，三重 

□家 研也, 大川真駒, 松波山水, 竹村洋典.  医師

の「包括性」の評価指標開発と信頼性・妥当性検証.

第３回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会,2012

年 9月(福岡・博多) 

□小宮山学, 家 研也, 田原正夫, 村田亜紀子, 大

西弘高. Skypeとクラウドサービスを用いた遠隔地

共同研究の手法.第３回日本プライマリ・ケア連合学
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会学術集会,2012年 9月(福岡・博多) 

□宮崎 景, 家 研也, 竹村洋典.  家庭医療コアト

ピックにおける診療の標準化への取り組み：診療の

質改善プロジェクト.第３回日本プライマリ・ケア連

合学会学術集会,2012年 9月(福岡・博多) 

□堀端 謙. ポスター発表 「家庭医療・病院総合

診療に必要な手技に関する検討」第 3 回日本プライ

マリ・ケア連合学会学術大会, 2012 

□堀端 謙.ポスター発表 タイトル「高齢者に対

する MgO 処方の安全性に関する検討」第 109 回日

本内科学会総会. 2012 

□荒木 史郎, 前田 貴洋, 鈴木 充, 竹村 洋

典. ポスター発表 P-017 「お薬手帳」の所持率向

上の取り組み. 第３回日本プライマリ・ケア連合学会

学術大会,2012年 9月 1～2日(福岡・博多) 

 

５．海外学会・研究会発表（口述, ポスターを含む） 

□ Takemura Y. Does Patient-centered care 

really improve health? Wonca Jeju 2012, Korea, 

2012. 

□Kitamura, M, Takemura, Y．A qualitative 

study on the Japanese family physician / primary 

care physician satisfaction factors in primary care 

outpatient setting． 19th WONCA Asia pacific 

Regional Conference,  Jeju, South Korea 

□Ie, K, Komiyama, M, Tahara M, Murata, A, 

Onishi, H.  Factors Associated With Career 

Choice Of Family Medicine Specialty Among 

Japanese Physicians; Dawn Of A New 

Era ;WONCA jeju2012,june 

□Yoshimoto H, et al; Activities of the Young 

Primary Care Doctors’ Organization of the Japan 

Primary Care Association ? 

 -For Developing Primary Care in Japan, 19th 

WONCA Asia Pacific Regional Conference, Jeju, 

Korea. 2012. 

 

６．ワークショップ, 講演会講師, その他（新聞掲

載, テレビ出演等） 

□田口智博 「コーチング」 ざっくばらん家庭

医療勉強会（鹿児島） 2012年 5月 

□田口智博 「フィードバック」 PCFM ネット

関東ミーティング（東京） 2012年 6月 

□田口智博 「CBME 地域基盤型医学教育」 

PCFMネット関東ミーティング（東京） 2012年 6

月 

□田口智博 「コーチングセミナー」 東京大学

公衆衛生大学院 医療コミュニケーション学実習 

2012年 7月  

□田口智博、北村大、吉本尚、家研也、鈴木孝明、

吉村学 「診療所・小病院での学生・研修医指導ー

CBME入門編ー」 第 3回日本プライマリ・ケア連

合学会学術大会（福岡） 2012年 9月 

□田口智博 「コーチングセミナー」 市立堺病

院（大阪） 2012年 9月  

□田口智博 「コーチング」 第 2 回三重大学指

導医養成講習会 2012年 9月 

□田口智博 「コーチング」 亀田総合病院・指

導医養成講習会（千葉） 2012年 9月  

□田口智博、飛松正樹 「コーチングセミナー」 

三重大学 80 大学行脚 家庭医療セミナー（三重） 

2012年 10月  

□田口智博 「メンタリング」 Family Medicine 

In Mie （三重） 2012年 10月  

□田口智博 「障害各論（内部障害）」 中級障害

者スポーツ指導員養成講習会（愛知） 2012 年 10

月 

□田口智博、飛松正樹 「コーチングセミナー」 

第 1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（三重） 2012年 11月  

□田口智博 「コーチングセミナー」  SCORP

総会 （東京） 2012年 12月  

□田口智博 「クレーム時の対応のコツ～ラポー

ルと傾聴～」三重大学病院プレマイスタープロジェ

クト（三重） 2012年 12月  

□田口智博 「コーチング」 第 15回 MMC指導

医養成講習会（三重） 2013年 1月  

□田口智博 「第 2 回コーチングセミナー」 市

立堺病院（大阪） 2013年 1月  

□田口智博 「コーチングでチーム力向上 !」 

COM公開セミナー（北海道） 2013年 1月  

□田口智博 「コーチング入門」 名古屋大学医

学部４年生特別講義（愛知） 2013年 1月 

□田口智博 「コーチング」 東京医科大学八王

子医療センター指導医養成講習会（東京） 2013年

2月  

□田口智博、飛松正樹 「コーチングセミナー基

礎編」 日本薬学生連盟 リーダー育成講習会（大

阪） 2013年 3月  

□田口智博、飛松正樹 「コーチングセミナー応

用編」 日本薬学生連盟 リーダー育成講習会（大

阪） 2013年 3月  

□田口智博 コーチングセミナー 中京病院（愛

知） 2013年 3月 

□田口 智博(2012年 11月 20日) 【中日新聞】【朝

刊】医人伝 相手の力を引き出す 三重大病院 田
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口智博さん 

□田口智博 「知って得する健診～特定健康診査

～」 

 津市行政情報番組「元気のツボ」 平成 25年 3

月 23日～31日放送分  

□北村 大，ジェネラリストのギアチェンジ～そ

の場に応じた家庭医七変化〜：日本プライマリ・ケ

ア連合学会 第 24回 学生・研修医のための家庭医療

学夏期セミナー，2012.8.4，神奈川 

□家 研也, 吉本 尚, 北村 大, 田口智博, 増田高

将, 鈴木孝明, 吉村 学：診療所・小病院での学生・

研修医指導 -CBME(Community based medical 

education)入門編，第 3 回日本プライマリ・ケア連

合学会学術集会，2012.9.2，福岡 

□家 研也, 吉本 尚, 北村 大, 田口智博, 増田高

将, 鈴木孝明, 吉村 学：CBME(Community Based 

Medical Education) 〜診療所・小病院での学生・研

修医指導〜，日本プライマリ・ケア連合学会第 5 回

秋期生涯教育セミナー，2012.11.10，大阪 

□佐田竜一，羽田野義郎，北村 大，石丸裕康：

僕らが病院総合医の道標を作り出す，日本プライマ

リ・ケア連合学会第 5 回秋期生涯教育セミナー，

2012.11.10，大阪 

□北村 大.「インフルエンザ」. 津市行政情報番

組「心と体の健康を考えるコーナー 元気のツボ」,  

2012.11. 

□家 研也.「更年期障害を正しく知ろう」. 津市行

政情報番組「心と体の健康を考えるコーナー 元気

の ツ ボ 」 ,  2013.1.23 〜 31 

http://youtu.be/jvYMAsJEE90 

□家 研也：日本プライマリ・ケア連合学会指導医

養成講習会「個人を包括的にみること 地域を包括

的にみること」2012.7.15 

□家 研也, 田口智博, 西岡洋右, 鈴木孝明, 吉村 

学, 増田高将：PCFM ネット関東ミーティング「診

療所・小病院での学生・研修医指導〜Community 

Based Medical Education〜」2012.6.9 

□岩佐 紘. 津ケーブルテレビ 元気のツボ 胃食

道逆流症 2012年 10月 23日～31日 

□近藤 論. 津ケーブルテレビ 元気のツボ 熱中

症予防！6月 23日～31日  

□和田 健治. 津ケーブルテレビ 元気のツボ 肺

結核 9月 23日～30日 

□和田 健治. 「認知症」健康づくり相談会「高齢

期を元気で過ごすために」津市美杉町太郎生地区 

太郎生多目的集会所, 2012 年 8月 29日 

 (ホームページ)http://www.medic.mie-u.ac.jp/soshin/ 


